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1934年を我等はかく戰よ

1906年我邦のエスペラント運動は世人の好奇心と弱者に對する慈愛の眼に 

おくられて賑々しく綠の彼岸をめざして鹿岛立したのであった。その後の赠 

路はさまで平穩とは云へない。むしろ波のまにまに飜弄されてー•進一退をく 

りかへすにすぎなかった。

しかしエスペラント運動にも春は訪れた。1914-1918年の世界大戰がもた 

らした國際協調の好機運にめぐまれて我運動もー・人:飛躍をするにいたり頫風 

に神.さして大洋の眞たヾ中へのりだす事ができたのはお互に麗祝の至であっ 

た。
併し大洋は波も荒い。しかも常に順風を期待し得ないのは浮世の常。大戰 

の创痍未だに癒えぬ歐洲の天地から吹おこった經濟不況の规風は全世界を呑 

吐した。再び泰平の夢はやぶられる時が來たC人類の子らは未だ何時の時:代 

にも經驗せぬこの大艇風に遭遇して自分の利をまもるに急にして他の利害迷 

惑は顧みる暇がないといふあさましい有樣となった。協調の絆はた、れ光榮 

の孤立を叫ぶ聲が各地に喧しくとなへられてきた。所謂非常時なのだ。

1934年の曙光はこの非常時のまったヾ屮に迎へられたc我エスペラント運 

動もこの非常時の荒波と逆風にさいなまされるであらう試練の年が來た。嘗 

って幾度か世人乙嘲笑の中に孤軍瓷鬪した老練のエスペラント戰士の眉宇は 

深い決心の下に微動だもしない。しかし泰平にのみめぐまれた若人逹はとも 

すれば自分のえがく影をみてしりごみしないと斷言できぬcこれらの同志を 

鼓舞し結束をかため我エスペラント丸の進路をあやまたず彼岸を目指してさ 

かまく怒藩をけちらし逆風をのりきるためこの非常叮の19J4年を我エス5E 
動のため如何に戰ひぬくかについては年頭に當って十分我々の考慮せねばな 

らぬ處である。

今我阈の各地においてエスペラント運動の第一線に花々しく活躍されてゐ 

る一騎當千の人々に「1934年を如何に戰ひぬくか」を聽こうではないか。

はしがき 我日本が國際聯盟を脫退してよ 

リ以來、我邦では何もかもファッショとか國 

粹とかいふ氣分にi張って居るc是れは誠に結 

構なことではあるが、中には其の意義をはき 

ちがへて居る向きも澤山あるやうに見受け 

る 何でも西洋臭いものは排斥せよといふ氣 

分もある,例へば數十年間に亘る先輩の努力 

によりて度量衡がやっとメートル法に統一せ 

られんとする矢先にメ ートル法は西洋ものゆ 

ゑ宜ろしくない尺貫法で押通して行けといふ 

やうな珍論も出て來た。此の調子で疔くと工 

スペラントなども西洋から诜行•って來たもの 

であるから【I本に流行らせてはいけないこと 

にな©。メートル法反對論者中には知名の士 

の名前が澤山ならべられてある位であるから 

エス語を宣傳する場台にありても、よく此の

學會理事長 大石和三郎

間の消息を心得て居らぬと.つまらぬ反對論 

に出遭はぬとも限らない。

エス語と國語エス語はn分の國語をすて 

、其の阈語をエス語に變更しやうとするもの 

でない事は我々同人間に於ては書ふも愚な位 

に解りきったことであるが世間一般にはまだ 

仲々誤解せられて居るやうに思はれる。東京 

帝犬敎授文舉博士吉川熊次氏によリて去夏に 

發表せられたメートル法反對の論文中に次の 

句がある〇

「先年來エスペラント熱心家が之を以て世 

界語となして各國氏の實際生活を歷史的に 

支配する國語に代らしめやうと主張したが 

孰れの文明國民も之に耳を貸さなかったの 

みならず理論の考究を生命とする學者すら 

之に賛成せる者は極めて少數であったと思
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この一例を以て見てもエス語の趣旨が誤解せ 

られて居る場台も少くないことが分かる。工 

ス語を宣傳するに當りては先づ此の誤解を去 

ることに努めねばならぬと思ふ。殊に國粹論 

の盛んな當今の喘節にありては一層注玄すべ 

きことゝ思ふ。

エス語と英佛獨語現時の習慣では英佛獨 

のやうな特殊の阈語が國際語のやうに使はれ 

て居る。それで國粹論から行けば英人は英 

語、佛人は佛語、獨人は獨語を以て阈垛語と 

したいのであらう。隨てエス語のやうな自分 

の國語でないものには反對するといふことに 

なる。飜って【［本人から觀れば日木語が國際 

語になる事は今の處見込みはないC英佛獨語 

は孰れも外阈語であって之を阈際誌として使 

用するのは大H本阈の權威にかゝはるcそこ 

で己れを卑ドせずして堂々と使用し得るも 

のは中立語たるエス語の外にはない。斯く觀 

じ來れば國粹論の盛んな現時のII本は實に工 

ス語宣傳に最も都合のよき時節である-一部 

の人士心には阈粹論が盛んな爲めにエス語宜 

傅に大顿挫を來たすといふものもあれども宣 

傳の力法宜しきを得たならば却て成功を收む 

ることが出來るであらうと信ずる。

エス語は極東より 日本の多くの學者は耳 

ふ。エス語に對して歐米の學者が目腥めぬ限 

りは實行は川來ないと。けれども英佛獨の人 

は白國の語で書きさへすれば卩t界の人に讀ま 

れる。殊更にエス語で書かうといふ人は餘程 

の義俠心に富んだ人でなければならぬ随て歐 

米の學者が十分にエス話を採用するに至るま 

で袖手傍觀して居ては仲々推らない。日本の 

やうな國でエス語でどしどし誉くことにすれ 

ば歐米の季者も亦エス語を採用するに至るは 

必然の事であるCかくして阈際語は全世界に 

亘りて普及するに至ると思ふのである。

女何と言ふても我等が運動の前途に橫はる 

大障害は我國開國以來因襲の久しい外國語祟 

拜の弊風である。世界の一等國とならうが. 

太平洋上險惡な空氣が漂ふが、舊同盟國から 

經濟的壓迫を受けやうが、そんな事には一切 

無頓着で、英語は無限に難有い。烦桀集や近 

松物などは一貢も知らなくともテニソン、バ 

イロンは是非覘き.或は沙翁の難解古文に沒 

頭するを能事とする。松岡全權が國際聯盟に 

於て流惕な英語で大氣!№1を吐いた爭は素よリ 

空前・痛快事で、國民一般溜飮を下げたが、 

堂々と自國語で辯論し得ず、僅かに借用語に 

依り意思を發表するに過ぎぬ我阈のみじめな 

立埸を遺憾と思ふ同胞は甚だ少ない。

★斯る事情に思ひ及ぶとヽ我々は更に一步進 

んで此因襲を打彼すべく喬鬪する必要を認め 

る。其方法としては、讀者の範圍に制限ある 

機關雜誌以外に、大新聞やラヂオを利用し・ 

苟くも此因襲に 拘泥する樣な社會・の傾向に 

對しては假 する所なく挑離し、結局何國語 

も國際的には資格なき茅、エス語使用に依り 

初めて他民族と對等の交際が出來ヽ局時に母 

國語擁護の國民性も愈感んになる事等を絕へ 

ず大衆に啓示し、そして最も衆目を惹き易い 

市井の看板揭示や商品の廣吿にも外國語の記 

入しあるものは之を抹殺し、エスに書き換へ 

る樣進んで勸誘し援助する事である〇 

★見渡す所某々大新聞の欄外に今尙Tbe何

靜 岡高橋邦太郎

々新聞と書いたり・放送局で「ニュース」を 

常用語としたり、そして白他共に之を怪しま 

ぬは慣細ながの樣ではあるが、其依って來る 

所を考祭すると、輕々に看過されぬ問題であ 

る。行に堪へ難きは、現代に於て英語を知ら 

ぬは新文化の落伍者でもあるかの如き英語學 

校の廣吿である〇左なきだに惑はされ易き無 

坏な少年男女の心裡に・斯る屈從的根情を注 

ぎ込まうとは實に驚くべき事である。我等は 

先づ斯る力而の障害を徹底的に排除せねばな 

らぬC

★去る昭和六年春當地方廳に於て槻光協會な 

るものを創立し、外來客誘致の目的を以てH 
英兩文の機關雜誌發行ゝ英文標識案内板の設 

12を爭業の要目とすとあった際、私は時の和 

事に進言して猛省を促がした。其反應に就て 

は未だ知る所は無いが、愚見の趣旨を實地に 

示すべく、此度本誌1頁寫眞の樣な案内板を 

建てた。今口の所案內”爲には英語程の効果 

はあるまいが、こんな事から外部に働らきか 

け.各民族に對し不偏不倚の好意を表す外交 

は此外にない事を一般大衆に了得させたいC 

★エスペラントに對する反對論の屮最も奇拔 

なのは、先頃ラヂオで發表された石黑魯平氏 

の基礎日本語論である。同氏はエス語は口本 

語と沒交涉で不公平だと云ふ理由から.基礎 

英語の樣な他民族に缪び易い基礎阈語を各國 

にて用意し、國際的には之を交互に使用して 
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音語上の機令均等を圖らうと云ふのである。 

此暴論は巳に幾百漠の耳に入ってゐる、盲目 

千人の世の屮我等の運動に障害となってゐる 

事は爭はれない。斯る場合には我々同人は躊 

躇なく反駁を公表する必耍があると思ふ。

★ 乂彼の「エスペラントはユダヤ人の手に成 

ったものだから危險思想を伴ふ」など云ふ議 

論の如きも直面目に取り合ふ價値はないが、 

これも犬衆の誤解を防ぐ爲め.せめては敲近 

獨逸の同志が、ユダヤ氏族排斥の正當なる事 

をエス語にて世界に聲明した一事丈でも公表 

して其蒙を啓きたい。斯く書いてゐる今も今 

「英語は世界語」と云ふ鈴木富太郞氏のラヂオ 

英語講座の序言を聞いた、やれやれ!

現時の狀勢はエス話運動に取って相當mal
favora である。特に末梢的地方に於いて其傾 

向が甚だしい。此時吾辱泾崎市エスペラント 

會は昭和九年度第二十二囘II本大會を招待す 

る事になったc吾等に取っては一大決意の上 

の爭である。十一月下旬に第一河の會合を開 

いて役割を決め、献身の努力を誓って第一段

長 崎 植 田 咼 三

の準備期に入った。先づ時期は昭和九年四月 

ー、二、三の三ヶ日と決定した。丁度同じ頃 

長崎縣市が運命を堵して開催する或際產集觀 

光大博覽令を利用するために。吾尊の意氣込 

は凄じいが.成功不成功の鍵は來伶者が握る 

のであるc爲異的多數の參會者の出席を得て 

辰崎の地に高くエス語の烽火を上げたい。

エスペラント運動を盛んならしむるといふ 

部:は卽ちエスペラント信者を多く造るといふ 

爭に外ならないから學會の如きはモッ卜全阈 

的に講習會講演會を開いて活動されてはどう 

かと考へられるcこれには營利的であった 

りゝ必要以外の報酬を要求する事はイケない 

と思ふ。ドコ迄も犧牲的粘神で一人でも二人 

でもの爲めに講習を開くといふ親切がないと

範 岡西 村 光 月

いけない。小生としては一九三四年はエス大 

會がK崎で開かれるから九州地力に主力を优 

いて活動したいと思って居るC勿論エスペラ 

ント普及會の那業としてやって行きたいpそ 

れに就ては學他の力と成るべく聯絡捉携して 

やり度いと思ふ。『井常時』はエスベラントに 

とっても非常咔であるCウンとやりませう。

京 都ハ木日出雄

外部に對するpropagandoは固より如何な 

る場合にも必要であŬますが、エスペラント 

の文献を豐富にすることは今後の發展の爲に 

甚だ犬切な所と思はれますので.各自の携っ 

てゐる專門分野に夫々立派な諭文なり創作な 

リ其他右力な文章を富まして世界的の!egaĵo 
を一つでも多くする事を希望します。且口分 

自身も此意味に本年を利用したい昼借です。

「我々は我々の畦を耕さう」と云ふカール博 

士の有名な一句はエスペランチストとして、 

縱に言語上必須なる金言であるのみならず、 

弘横に運動上必須なる金言であるやうに思は 

れる。 >

今や言語そのものについての練習・硏究、 

宜傅導は略々整備したと云っても好い時では 

ないだらうか。故に今後の遊動方針として吾 

々の步むべき逍;は、各自に自分の畦を耕すこ 

と、卽ち社會の各專門に於て、宗敎者は宗敎 

界を.科學者は科學界を、敎育家は敎育界を、 

文學者は文學方面を、着實に、より組織的に

京 都柴 山 慶

綠化することを努力すべきだと信じてゐる。 

國際的であるべき佛敎の分野が、英語の勢 

力下とも云ひ得る太平洋岸に擴ってゐるだ 

け.他の部門に比べてエス語運動の影は曲だ 

惠まれぬ有樣である〇然し實質的でないにも 

せよ本年七月東京及京都に於て開かれる第二 

囘汎太平洋佛靑會議には、日、支、英語と等 

しくエス語も同會議の一公用語たり得る決議 

は喜びでなくて何であらう。•

好機逸すべからず・昨秋の總會に於て.佛 

敎エス聯盟は口本佛靑㈱盟に加入して發首權 

を樓得することを決議し、英語萬能の屮に紅
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一點ならぬ綠一點の新鮮さを植えつけ・日本 

に珍しい國際的な會合に向って、積極的進出 

を劃策してゐる。

いづれにしても未だ今|jの情勢に於ては各 

部門とも、開拓者としての犧牲、殉敎者とし 

ての熱情を件はない運動は花火の梯に血ぐ消 

えると思ふ。

私は僚友と共に最後・勝利に向って常に・ 

「細く長く」を標語として、犧牲と熱情に終始 

し、まづ自分達の畦を耕耘綠化すべく身構え 

て.新しき一九三四年に備えてゐる。

ー、エスペランチストの集會を守れ

有力な會が在存しても之に屬さない傍觀的 

孤立エスペランチスト・或は又所屬の團體の 

集に顔を見せぬ會員、こういった人々の數は 

相當にあると思ふ。

私は凡ての「エスペランチスト」に呼びか 

けたい「我等の集令を守れ」と。

エスペラントを恰も危險思想の樣に心得へ 

て居る頭の古い社命に對して信用ある團體を 

維持し其集會を强大化する事は吾等の第一に 

努力すべき事と倍ずる。同志間の親しみ學究 

への刺戟、その他吾々がエスペラントの會合 

に出席してうくる喜びは決して少くはないの 

である。キリスト敎徒が巫口の禮拜を守り或 

は祈禱のタに集會して自らの信仰生活を養ふ 

のみならず傅道の戰に協力を献げて居る如く 

吾々エスペランチストも亦時と協力を献げて 

集會を守らなければならぬと思ふC何と言っ 

ても「址は力」である。貧弱な團體では社會 

的にも影響する所少いであらうr

ニ、相互に連絡せよ

雜誌の郵讚或はその他によって中央部との 

縱の連絡は保たれても横の關係は甚だ不十分 

の樣に思ふ。エスペランチスト殊にグルー 

ポは和互に よ り密接な横の結び合を持って互 

に支持し相勵ましあふべきではなからふか。 

かくして吾等は全日本の綠化に勝利するであ

大阪府 宇 都 宮 正厂

らう。たヾーニのグルーポの孤立的な運動で 

はよき結實もあるまい。

三、 廣く深くエスペラントを學究せよ 

アプリオリな言詰でない限り國際語といへ

ども其廉史的の制約は止むを得ない。確にあ 

る條件をつけられて居る吾々口本のエスペラ 

ンチストは、i層の努力をもってエスペラン 

トをして國際語の實をあげしめねばならない 

と思ふ。廣く深く學究する事によってエス語 

の持つ豐かな內容を把握し、眞に「生ける國際 

語」たらしめねばならぬ」エスペラントの歐 

洲語化の邪逍に對して正しい批判をなし得る 

ものはH本の同志であると信ずる。

四. 實のある文通を

.日木人の樣に外人に接する機會の少いもの 

にとって文通は相當に重大な意義をもっと莒 

ひ得るであらう。エスペラントの國際的使用 

價値を知り得るのは讀書以外にはたヾ文通に 

よってヾある。コレスポンドを眞實に生かさ 

ねばならないと思ふ。あへて趣味をけなすの 

ではないが繪葉書の交換などに止まらず文通 

をして趣味以上に內容あらしめねばならぬの 

ではあるまいか。

エスペラントの動きに深い關心を持ちその 

勝利のIIの-ー咗も早からん事を願望する同志 

の一人として全エスペランチストの活動の上 

に豐かな祝福を祈ってやまない。

非常時と云ふ名の許に、一九三四年のエス 

語運動は非常に困難なる時期に逢着するでせ 

う。而して此の主要原因は、言語運動たる我 

等の運動が、思想・殊に左翼運動と一脈相通 

じて居るかの如くに思惟されて居る事であっ 

て。此の爲に我阈に於けるエス運動は同志の 

熱心な割合に成果の揚らざるを感じるのであ 

る。此れに對する同志の認譏も旣に充分でも 

あり、不足にも思はれる〇 Internaciistoや 

Sennaciuloを刪韻して、P. E. U.の集會に頡 

を出し、紀念撮影に納って居る彼氏が、赤い

岸和田 中 西 義 雄

と見られ诫首となって職を追はれた故にゝた 

とへ彼氏が赤くなくとも、當局がエス語運動 

に彈壓を加へたといふ事は妥當ではなく・誤 

解を受くるが如き行動を敢て爲した者に罪は 

あるべきで・エス語を學び敎へたが故に戰を 

追はれたと放言なすが如きは愼しむべきであ 

り、毎年の大會參加者の身元調査が特鬲當局 

に於てなされっゝありと聞くが、大會が 

absolute Esperantoで議事が進められる爲、 

議事協議の內容を在接解し得ない當局に疑心 

喑鬼を生ぜしむるものではなからうか.かう



6

した事が、如何に日本のエス語遅動の發展を 

阻碍して居るかは想像に難くない。鐵兜が戰 

場で都合がよかったからとて.家に歸って之 

を頭にする人があるならば、之を狂人と名づ 

けるでせう、之と同じ様な轍を踏みっゝあり 

はしないかー應反省する必要がありませう〉 

ー九三四年はH本同志全部をあげて、エス 

語は微頭徹尾言語であって、其の運動は毫も 

思想を含まない事を知らしむるに努力すべき 

でせう。エス語を知る人は、左翼か・希望社 

友かさもなくば大本敎徙か佛敎徒か、基曾敎 

徙かと、或る思和系統を加味し考へられる半 

は我々エスペランチストイに對し大なる恥辱 

であると心得べきであるG

非常時のさけびと共に今後もH本粘神の名 

で歐米の國家主義をふりまわす掘が、さきに 

英佛の今乂獨伊の國家主義者がした樣にエス 

ペラントに反對するであらうが.それこそ中 

外に施て悖らぬ日本精神をにくむべき新道に 

除すもので阈氏として最も钳戒を耍する事と 

思ひます。これにそなへる爲にエスペラント 

賛成の名士に學會の顧間になってもらって物 

質的ではなく精神的に御指導を受る樣にして 

もらいたいと思ひます。（魔法使ひゃ手蟲師を 

排して）。

石川縣竹 內 藤 吉

エスペラントの勝利が確實になった今F!エ 

スペラントの宣傅を他にまかせて、今後益々 

盛になるべきエス作文に必要な、少く共ブレ 

ーナヴォルターロと、工、ウのエンチクロペ 

デア、エス獨の内容をそなえたエス、エス和 

大辭典の編瞬に學令で著手していただき度と 

思ひます。
尙私共皿方エスペランチストもエス文獻を 

豈富にしてエスペラントを眞の文化的阈際語 

として耻じないものに守立ててゆきたいと忠 

ひます。

高 知古澤月巴後男

ー、地方會員特に學校敎師が運動をなすの 

に尤も困るのはエス語が左翼と誤解されて居 

る點である。就ては興國エス連盟と云ふやう 

な團體を組織し左翼と絕緣し朝野の名上を勸 

說入會せしめ國運發展の道具としてのエス語 

をセンデンすべきである。中央有志の番起を 

望む。

二、英語釵師はエス語に對する無知の外失 

職に對する不安より.反對して居る、從って彼 

等にエス語の優秀性と同時に轉業の容易なる 

ことを知らしめる必耍あり。

冬がれの非常峙を精々エスペラント運動 

とゝ家貨とリと、そして魚釣りとに精進しよ 

うと思ひます。五圓家貸のI軒も百関家貸の 

ー軒も努力に於いては殆んど同じです。寒ブ 

ナは中々クイません。が、釣れればメ:物です〇

名古屋 白 木 欽 松

エスペラントにも之を應用せようと思ひま 

す。大物、大物、寒ブナ7.大物! 一日シンボ 

ゥして大鯉を釣り上ますよ!それからザ博!: 

の演说集と親箴聖人の敎厅信證を心讚するッ 

モリです。

今までにそれぞれ手段方法をつくして出來 

るだけの力を以て戰いっずけTきているので 

转に1934年を「如何に戰ふべきか」とあら 

ためての御質問に答えるうまい考えも私自身 

の覺悟も今のところないようです。だが

澤桝野助次郞

Iuejzerowiczの來朝を、かつてのScherer以 

上の實果を戰いとらねばなリますまい。L' 
Espero, V Obstino kaj la Pacienco こ の語は・ 

私にとっての・變らざるモットオです。

仙 臺鈴 木 北 夫

1934年は1933年に比してわが國にとって 於てはエスペランチストの責任は一層重くな 

益々多事多難になってくるでせう。この年に ってくるわけです。エスペラントの特性は世



界各國との自由な忌憚なき意見の交換にあ 

り・我々は之を實際的に利用して、世界各國 

に日本の眞の立場を知らせるよう努力しなけ 

ればならない。これは我國のエス運動全體に 

ついても、地方運動についても.將又個人の 

運動についても當てはまると思ひますC

由來日不人は國際生活に於て非常に退嬰的 

で、このため國際的に非常な損失をしてゐる 

ことは旣知の事實ですC柬洋の自主と云ひ、 

束洋の平和と云ひ、他方に於ては必然的に全 

世界との緊密な連絡を前捉とします。我々は 

此の目的に向ってエスペラントを利用しなけ 

ればならないと思ひます。

具體的には:ーー

〇 國際通信や海外雜誌への寄稿によって 

我國及び滿洲阈の匣相を世界に知らせるこ 

と。

2）エスペラントによるアジア諸邦との內 

面的な連絡及び相互扶助C

等を心掛けたいと思ひます〇エスペラント 

と云へばヨーツロパ語を聯想し、乂エスペラ 

ントに於*て常にヨーロッパの尻について行く  

が如きことは戒しめねばならぬところです。 

この點大いに努力しようではありませんか。

小 倉 田 中 雄

『エスペラントとは何ぞや』が未だ未だ徹底 

してゐない樣ですC月並な事の樣ですがエス 

ペランチストと言へば左倾思想を抱く者の樣 

に誤解する一般的認識不足の人逹を啓蒙して 

匡のエスペラントの姿を認議させる様努力致 

したいと思ひます。

大會其他で全國各地のエスペラント運動を 

見聞していつも感ずることは、運動の發展が 

地方的に不同であると云ふことです 例へば 

私の現住する靜岡は全阈的に最も不振な地方 

の一つでせう。そしてその原因は何處にあり 

やと考へてみ'ますと、活動的なエスペランチ 

ストのないと云ふ事のためです〔尤も當地に 

は日本エスペラント界の者宿高橋邦太郞氏あ 

り、熱心に倦まざる宣傳をつづけて居られま

靜 岡.河 合 秀 夫

すが）私などももっとしっかりやって一人前 

のエスペランチストにならねばならぬとは思 

ひますが、さて自ら先にたってやる程の元氣 

もありません。誰か先顶にたつて我々を刺戟 

してくれるような人が出て來ないかとヽ虫の 

よいことを考へて居ります。他地方のエスペ 

ランチスト諸兄!处海道線で靜岡御通過の際 

は最非途中下車して御立寄りになり我々によ 

リ刺戟を與へて下さるよう懇願します。

V U・E・A・が新生し學會がそのしanda 
Asocioとなった今口ヽH本に於ても運動機關 

の系統化を圖り・整然たる秩序と統制の下に 

步武を進め得るやうに致したいものです。

2）嘗ての輝ける鬪上逹の沈滞・或は失踪 

は一面當然のこと僅ら『若い中だけ』の感を 

吾々後進に與へ、士氣に關します。Veteranoj 
の再起更生を懇講慫懣することもー要Hであ 

っていいと思ひます.,何時までも青年だけ⑺

橫 濱飯田龜代司

で擔いでゐるやうでは正しく普及されませ 

ん〇

3つ初期に於てはHJJFIの十人よりも今口の 

一人であり・あったと思はれますが、今口に 

力仝ては、腰を落ちつけて、今日の一人と共に 

明日の十人をEsp-istigiする努力が大切でせ 

う。今日の一人もその多くは旣に何時か、何 

かの機會にSemiされてゐたものであるかを 

忘れてはならないからです。

A） 我國のエス述動全協に就いて: 

り全國的運動の聯絡を各地方支部を通じて

一層密接にすること。•

2）東京本部に於ては積極的C例へば政治的、

峪 杉 田 正 臣

敎育的に）に中央政府に働きかけること。 

めラヂオ講座の實現，

B）我地方に於ける運動に就いて:

舊同志の復活と新同志の育成、
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C;私自身に就いて:

1;外出時は綠星章を忘れぬ樣、又これにI】 

をつけた人には時を移さず、Esp.のめ傳を 

すること。

2） Esp. |!誌を必行すること。

3：）同志との意志交換には町成Esp.のみを 

以てすること。

4）昨年來の仕事の完成〔例へば醫學 Ksp. 
譯語の整理、家庭の綠化）。

A?地方新聞・其の他あらゆる機關を利用 

して一般社會人に、エスペラントを知らしむ 

ること。

B）現在會貝は・一年間五人の新會員獲得 

に努力すること。

C?現在會員は一九三五年の大會C多分名

四n审 福 田 正 夫

古屋）の際全部出席する爲め、會話ち練習を 

すること。

C）エス展を本年度屮に開く可く、其の資 

料の爲め.經濟のゆるす限り外阈通信を行ふ 

こと。

★ U. E. A.の改造に件って、エス運動の國際 

的機能の發展は更らに期待に侦しゃう。その 

Lunda Asocioとしての學會の11吿該機關も活 

潑に動くであらう。隨って吾々は誠實に此等 

の機關を支持しゃう。敢えて19X4年と云は 

ず・エス運動の健全な發展を希望する者は、 

總て此の常道を行くべきである。尤も、各個 

の位置と天分に應ずる役割の自ら異るは云ふ 

までもない。

★他の人々が云って吳れさうなことでヽ口分 

も亦やってみたいと思ふことも二三ないでは 

ないが、それは然し他の人々の意見に聽かう。 

處で、たとえ他の人々は何と云はうと自分だ 

けは此の年も大いに氣を入れてやって行かう 

と思って居り・出來れば是非他の人々にもや 

って頂き度いと思ふことの一つ。

それは、各人が门分白身の氣樂なParolejo 
を持つことである。- 廣吿めいて恐入るけ 

れど、私のしa Norda Krucoの如き〇

之れの生かし方、能かせ方はその當人の最 

も個性的な自由な道であるべきである〇

各地方會の機關紙の如き、も此の意味でも 

う少し廣い範圍にそしてもっと個人的に交歡 

の對照を求めたならばー曆その意義を完ふす 

ることが出來るだらう。

苦小牧渡 部 隆 志

★ 一流の公刊機關を放も有効に活川して吳れ 

る人々は少數有限のお愷な指轡者達であって 

いい。それは然し.硏究であり指導ではあれ.

•エスペラント生動の姿ではない。吾々一般工 

スペランチスト逹は、エスベランチスモと共 

にエスペラントそのものを生き拔かなければ 

ならない。加之エスペランチストにして、現 

在己が愛する者に對して語るべき何物をも有 

たぬといふ者は怖らく 一人もない答。云ふべ 

＜して云はざれば腹膨るのたとえ。云ったこ 

との總てに相手が耳を借して吳れたら滿點 

だが、然し之のために相手に强ひるやうでは 

禮を缺くことにもなる。

ともあれ・ガリ版でおこすなりヽタイプを 

打つなりしてヽ隔月一囘內外の程度で、百部 

の個人誌を作るに丿】割三同の費用で足る。失 

禮な話ではあるが百人の交友を國の内外に保 

っにしては.廉に過ぎても高くはない。 

★エスペランチストとして1934年を闘ひ取 

るためには餘りにケチな計劃かも知れないけ 

れど、今门分に與へられてゐる時間と金とオ 

槌とでは此の邊で滿足するしかない。そし 

て、之れがまんざらなおせっかいではなから 

うと思ふ。

私は去年の三月からエス語を習ひ始めた 

komencantoであるから. 標題の如き净柄に 

就て意見を吐く資格はないと思ふ。然しなが 

ら、編輯部より何か書くやうにと賴まれた以 

上、何かしら書いた方がよからうと思って筆

取 京 田 沼 利 男

を取った次第だC

で、これから標題にはそぐはないかも知れ 

ないが、佛蘭西語刀敎師として、エス語の學 

笛に就いて感じたことを無秩序に書き並べる 

ことにする。
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エス語はそれ自身極めて學び易い言語であ 

ることは今更云ふまでもないが、この點を除 

いても、他の英佛獨語等に比較して遙かに學 

び易い所があるC今日、相當の都會地ならば 

必ず同志の團體があって、その會合に出席し 

さへすれば必ずエス・語を聞きI1つ話す機會が 

ある。これは他の外國語の學ぶに當って決し 

て得られない便宜である。

例へば束京の如き大都會■に於ても、英語、 

ドイツ諾乂はフランス語の學習者が時々集っ 

て、これらの外國誌で談笑しつつ愉快に時を 

過ごすと云ふ催しが唯の一つでもあるだらう 

か?私は專聞にしてそのやうな會合のある事 

を知らない〇大學などのEnglish speaking 
societyを除いては、恐らく 一つもあるまい 

と思ふ。又一方、英語ならどうやら曲りなり 

に話す人がおるとしても、佛語・ドイツ語と 

なると、專巴の敎師の中に於てさへ、これら 

を浇暢に話す人は比較的少いのである。

我々エスペランチストはこの惠まれた學習 

の機關を大いに利用しなければならぬ。若し 

諸君の中に、kunsidoへ出席したことがない 

と云ふ人があるなら、今年からは是非出席す 

るやうに、それもなるべく規則的に出席す•る 

やうにおすすめしたい。

どんな言語でも活用しなければ何の價値も 

Zc活用して始めてその昔葉は生きて來 

る。活用しない言語なら始めから習はない方 

がいい"書語はあくまでも手段であって、そ 

れ门身が口的ではないc從って、言語を學ん 

で、その言語で書いた本を一年に一册位しか 

讀まない、或は一年に一度位しか話す機會が 

ない.と云ふなら・覺えるよりも忘れる方が 

早くなる〇結局初めからやらない方がいい〇

人間の記憶力には限りがあるc普通の日本 

人を標灌として考へたら、Ĥ本語・エス語の 

外に、一つの外國語を知る事が丁度理想的の 

やうに思はれるC自分の意志を外人に發表す 

るには告らエス語を用ひ、外國よリ知識を吸 

收するには只今の所エス語のみでは十分とは 

云へないから、他の外阈語によるがよからう〇 

・門の語學者でない普通人に取っては、この 

位が限度であると思ふ。

人々により非常時らしい種々の塔案も持合 

わされると思うが、私わ地方に於けるヽ殊に 

田園都市とも言うべき地方での骼驗から、時 

代に適わしいかと思われる考へ方.從って趣 

動方法に就き述べてみたい。實行される御參 

考にもなれば幸であるC

1）エスペラントこそ、眞實の意味に於け 

る愛國運動の一端だと言う理論及び事實を强 

調することが第一だ。旣に此の序わZamen
hof ŭ 身が明らかにしているとわ音うものの、 

夫れわエスペランチスト自身にわ成程或程度 

まで呑込まれているが、一般社會わ殆んど知 

らぬと見ることが正しかろう。否.反對に、 

エスペラント語とわ傾向ある人々が好んで使 

う言葉であり、エスペラントを使う者わ傾向 

ある人々だとの定義が暗々裡に定まってい 

る。地方でエスペラント運動をやって一番因 

るのわ只此の一點だ。勸めるとかエスペラン 

トの話でもすれば・直ぐ様先方が傾向ある肓 

菜とか傾向ある人々だと獨リ決めする。實に 

シャクにさわる。勿論.これわエスペラント界 

が餘りに無關心に過した結果だと思う。一而、 

知らず午らに新聞記者等がエスペラントと傾 

向的人物の記事を一所に報淋し特秫顏する 

不都合が錄でもない効Hを見せること言うま

松 ih 村 上 松 行

でもない。十分戒たい爭じゃなかろうか。

•故に、私わ此の點に對し次の方法を取って 

いる。一つわ.地方新聞其の他を通じてエス 

ペラント其のもの.運動其のものを有の儘に 

知らせねばいけないC社會人に對し、エス 

ペラントの何物かを十分知らせることが先決 

問題である。口で說明することも勿論大切。 

且つ、新聞記事中エスペラントが幾分でも誤 

解され得る不安のものに對し、エスペラント 

囲體わ自已雜誌を通じて明らかに訂正說明す 

ることだ。今迄、未だ何の!®體も此の事わ實 

行していない.遗憾千萬である。講習の場に、 

また雜誌えの原稿に、私わ常に此れのみを大 

きく取扱う。-・般の此うした認識不足さえ打 

破せば、エスペラント硏究に乘り出す人わ更 

に多いゝ少くとも地方に於てわ序實がよく證 

明している。

わ エスペラントの實用性、實川的價値を 

T分强調すること。現在でも未だ、エスペラ• 

ントが實用的でない悸と自からウソブク程の 

エスペランチストが居るかも知れない。先 

ずヽ然うした漠然とした考え方を根本的に改 

めたい。エスペラントが實用的にわ少し遠い 

等言うのわ、全くエスペラントを勉强する者 

わ馬鹿だと嘲ると同じ効果を示している。少 



くともキスペランチスト然うした孑え方を徹 

底的に拾てたいc實用的價値とわ何か?實際 

に使って好い、便うべき所に便いもせず、而も 

尙實用的なものが世の中にあるか否か? ?或 

畤、初等講習を私鞋が開いた時ヽ「英語ドイツ 

語に比べるとエスペラントわ實用的にわ未だ 

緣遠いが……」と言った事がある。忘れてな 

らない爭わ、人類わ案外功利的だと言うー點 

だと思うc殊にエスペラントの樣に白由意志 

で硏究を勸めるものわ、此刀點嚴重に注意を 

要する。現在中等學校それ以上で敎える英語 

やドイツ語が如何程實用的なか?其の卒業生 

の約一割を除けば.全く忘れてしまう骨折り 

損の仕事じゃないか。

使えばエスペラントわ實に多方面に使え 

るcエスペランチストなら・法律に反かぬ限 

り全然エスペラントだけを使う度量と勇氣ゝ 

そうして反對や闲難を突破する.實力が欲し 

い〇私わ、此の通り何もかもエスペラントで 

押し通している。圖面から何まで一切をエス 

ペラント化しよく英語で見積書漳書く會社商 

店に對し一切をエスペラントで書かねば注文 

取消等の方法も斷行しているc 一方、门身の 

專門的硏究資料を世界各國から集めたもの 

を.人々に說明し、危險なく恐れを感ぜしめ 

ずにエスペラントの實用性を見せつけてい 

る。必ず人は集って來るものだ!!

小尘は自分の屬する學生運動に就いて述べ 

ます。

1934年は引きつづきエス運動にとっても危 

機であると豫想されます。殊に學校內に於け 

るそれは甚しくやりにくくなってゐる。

一・學生運動は主力を硏究に向けるヽ殊に 

其の專門に於けるエス語の實用化をはかる〇

不斷に眞面Hな硏究を續ける。そめ硏究會 

の存在と硏究榮蹟とを機會ある每に全學生に 

知らしめる事が最大の宣傳である。

一般學生に啓蒙的働きかけを目的とする宣

京塚 田 貞 雄

傅はそれ程重要ではない。

鬪上養成の講習會は是非必要であるが第一 

義的ではない。

二、 各專門を基礎としたin-erkolegiaな會 

を作り・この會は其の分野に於けるエス運動 

の活潑な存在となるべきである。

三、 學生聯盟は連絡黴關として充分にその 

職龍を果すべきであら。
四、 中、小車生にエス語を印象せしめる。 

更には學習せしめる。

1931年への希望として愚見を述べてみ度 

い。年末多忙と原稿締切口の關係で充分kon
cize には記し得られないが、折角の與へられ 

た機會であるからprivata opinioとして參老 

までに筆をとる事にした。

最近の我がエス運動を顧るとき最も病感せ 

らるる爭はorgimizoの問題である，從って 

1934年は勿論の事今後に於て我々の進むべき 

途は國內運動のplena 〇rgan.zadoによって、 

pli vig：aな發展を期す可きである。然かもこ 

の事は1934年に於;Ĵ特に重要であり且又好 

機に惠まれてゐるものと思ふ。

1933年・に起ったCl） Reorganizo問題の解 

決卽ち Interkonsento de Kolonjo の成立丄 

園内の紐織間題を多少ともĥaosoの中に沈 

めてゐた例のCentra Estraro問題力解 

消と、この二つの事は今後に於ける网内述動 

の完全なる紐織化の上に誠に好機を與へたも 

のと言ふ审が出來る。

福 岡堀 內 恭 二

從って1934年に於てはこの好機を摑んで\ 

國內運動の組織に一層努力す可きである。而 

して其の中心たる可きものは勿論J. E. I.で 

なければならぬ。J. H1.は前記のC）に上 

っては U. E. A.の しnnda Asocioとして、 

C2）によっては國内の代表継關としてヽ必然 

に阈內運勸の〇 g mizadoの中心點たる可き 

使命を明瞭にしたのであるrだから私はその 

國內運動の完全な組織化の第一段乙力法とし 

て、各地の同志に向っては學奁支部網の確立 

を・學會中央の同志に向ってはi . 〇・の改 

革を要望し度い、

卽ち從來各地方々々に何々rocieto,—rondo, 
-grupo等として個々に獨立してゐる地方會 

は國內運動の一環をなすものとして、學會の 

下にその支部C正會口並に準會員よリ成る;）を 

形成す可きであり・X K. 〇.誌は徹底的に會 

報化し過半の頁を地方欄に寶す可く、之に依 

って地方會は個々に不經濟なわ妝を持つ事を 
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廢し二直の負擔から免れ・學會はその會員を 

增加する事をえて网内の運動は統一化され、 

始めてー呼の下全國的な運動が展開される步 

とならう。

尙この事に關してもっと具體的な案も述べ 

て見たいが.それは獨斷に陷る怖れがあるか 

ら後日の機會にゆづって此處にはその輪廓を 

述べるに止めておく 〇

一.一九三三年と別に異る運動はしない。 

卽ち國際速記運動を主とし、エスペラント運 

動を從とするであらう併し是はエスペラン 

トにも國際速記にも未だ關心を有たない人に 

對しての態度であって、國際速記を一年も練 

習したインテルステニストにはエス語を宣傳 

し、敎え、エスペラント还動を極力援助せし 

めたい——積極的には。

ー、國際速記よりもエスペラントを學びた 

いと云ふ人.或はエスペラントの初學者には 

インテルステノ（阈際速記）を敎へる事を差控

福岡縣 大 場 格

へたい。二つものを同時に敎へると荷が勝ち 

過ぎると思ふからである——消極的にはr

一・子供（尋常三年の女兒、國際速記を假 

名よりも自由に讀み書き出來る］が旣に記號 

線によってエスペラントを讀むようになった 

ら、一九三四年には井上氏のエスペラント讀 

本のやうなものを參考にして.速記文字によ 

るエスペラント個人敎授をやって見る（旣に 

小手調は終った）—— 每年一人宛エスペラン 

チスト養成の方針。

ー九三四年のエスペラント運動の目標は大 

新聞社と放送局だと思はれるc特に放送局に 

至っては、諸外國の其れに比し・あまりにも 

非度過ぎる。

六百人七百人を集めての、エスペラント講

福知山 大 谷 正一

習よりも、都下の大新聞の片隅に僅か三四行 

揭載されるエスペラントの記事の方が・影響 

の大きい事を自分は確信する。

新聞放送局員への働きかけが、先づ此の第 

一步だと思はれるC

まづ「われら」とは學會員としての資格に 

おけるわれらヽ學會貝としてのたちばよリの 

われらと解するとき、その「エス運刪」の努 

力はいかにしてことばとしてのエスペラント 

を普及しっちかってゆくかにかかはるといっ 

てよいC

さうしたたちばよりみわたすとき.現在の 

わが國においては.またまたことばとしての 

エスペラントに對する一般人の理解がすくな 

いかもしくはぜろであり（り,もっとかなし 

むべきばあひにはそれが反こされてゐ 

る（2）,ことを感ぜすにはゐられない〇 〇）に 

對してはわれらは個人として地方命として學 

會としてあらゆる機曲をとらへて從來どほり 

正常な述動をつづけてゆけばよいであらう 

し、これは特にことあげして問題とせねばな 

らぬほどのものでもないが.C2）に對しては 

われはもっとtじめにふかく組織的にかんが 

へる必要がある。（か は理解の度が「まいな 

す」なのであるからわれらの運動にも「まい 

なす」に作用してそれを阻害し萎靡せしむる

神 戶原木 文 夫

ものでめるがゆゑに、われらはなによリもま 

ずこの「まいなす」を變じてすくなくとも「ぜ・ 

ろ」となし、さらにすすんでは「ぶらす」と 

なす努力をしなくてはならない。誤解を除去 

しさらに正當な理解をふかくせしめることが 

これであるCたとへば「エスペラントといふ・ 

もの」は危險思想をもつものである、といふ 

がごとき・われらはそれがあまりにもばかげ 

た誤解であるとしてその誤解のながす害惡を 

輕視してはならない。ばかげてゐればこそ盲显 

解は誤解としてなりたつのであって、それは 

一般人には正しい理解以上の威力をもってし 

みこむものであることは容易に理解されや 

う。われらはこれに對して「われらのたちばJ 
をもっとはっきリと積極的に社會に宣言する 

を要する。個人はそのちひさな周圍に、地力會 

はその地方に、しかして學會は仝國的にその 

たちばを宣明するを要する。具體的には個人 

なり・地方會なりがさうした誤解によって打・ 

擊をかうむったとき、學會はそれが誤解でも 

るかぎりにおいては積極的に打擊者に對して
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被打擊者のたちばを中央機關としてのなにお 

いて辯明してやるがよいcまた地方禽はその 

地方會大會を利用し、』飪會はその全阈大會を 

利用しそれぜれの決議をもって社會各方面カ 

統治機關・聯合機關・言諭機關などに檄をと 

ばして誤解の解明につとめねばならない。た 

とへば非常時的色調の最濃度時における長畴 

り大會においては大會の決議をもってわれら 

のたちばをはっきりと積極的に社會に宜言す 

ることもひとつのおほきなよい具體的運動だ 

らうと信ずる。

このほかわれらら運動についてのぞましい 

ことは

1）地方存がもっとその存在をはっきりさ 

せたいことである。地方命がもつ・とつよくそ 

の基礎をかためてこその地方におけるエス運 

動のよき統御者となることがのぞましい。一 

地方においてごくちひさな會が看板のみかか 

げて分立する樣なばあひがあったとしたら、 

それはわたしがいまのべたたちばにおける合 

ーをなすことがのぞましい——そしてこれは 

かならず可槌なことであるcそれによって地 

方存はその地方におけるすべてのエスペラン 

チストを「われうのたちば」において統一せ 

しめ、財政的にもそれぞれの地方會にふさは 

しい事業をなしうる樣にしたい。

か 地方會が學會とのか力、はりを密切にす 

ることも勿論必要であるが、地方會がそれぞ 

れのあひだにおいてもっとふかいかかはりを 

つくることがなほのぞましい。近隣の地方命 

においてたがひに同志がその會合にグルーポ 

をなして出席しあふこと、遠隔の地方會にお 

いてはその機關誌を交換しあふこと、同志が 

（ことに外阈の同志が）阈內を旅行してあふと 

きにはその日程をよく通知しあふこと、など 

がその具體的なねがひである。

束 京栗山五百枝

女Q人违の中に一人でも多くの同志を獲得するやう努力するっもりです。

■

大 阪 川 崎 直 一

卑習書をととのえること。現在のFI本にわ vortaroもPlena Vortaro, SATでわ意味の分

中級文法書と作文書がありません〇 Konnina 類、定義ヽ用例などがまだまだ不十分です。

一般大衆をしてE・p.に對する明確なる 

認識を把握せしむる樣.一層積極的にして質 

實なる宣傳をなす事。最近の如き所謂非常時 

社會狀勢の下にあってこそ、我々はより一層 

Efip •の眞に何たるかを大衆に明瞭に認識せし 

むべき、正に我々エスペランチストにとって 

の非常時なるを痛感するので为るĴ,ーー宜傳 

の具體的手段としては色々あろうが最も望ま 

しい事は全國ラヂオ網のよりよき利用にあ 

る〇 Esp.運動に於けるラヂオ利用と云ふ點 

については我阈に於ては誠に物足リない感な 

きを得ない，講習.講演C『ザメンホフに就い 

て』『エスペラントのタ』『Esp.の實川的價 

値』等々）の爲めにもっと廣くラヂオが利川 

さるべきである〇この爲めには少くとも放送 

局所在地の同志は全國の|r.j志と共に局を動か

濱 甘 田 太 市

すだけの熱意を以って努力する必要がある。 

（この點大阪の同志に對し敬意を表し度い人

他方、公正にして眞にu internacianであ 

るべきEsp.運動の見地からして、全世界Esp. 
大衆にEsp.遊動に於けるOrienta kampoの 

重要性を認譏せしむる樣努むる事。それには 

我國の同志.特にkapabluj ennnentulojはよ 

り積極的に internacia kampo に vigla parto
preno を示す必耍力1あると思ふ〇過去25の 

Universala Kongresoは悉く歐米の地に開か 

れて居る〇あたかも運動が歐米にのみ 

屬して居るかの機に〇この國際運動の丿1會が 

東洋の地に持たれるのは一體何叮のことであ 

ろうか?

" Universa a n Kongreson en Japanujo en 
la baldaŭa estonteco!"
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我等共同のエスペラント運動には、內^^トの 

二面がある。その倔Jれに偏しても、完仝とは 

言はれぬ。個人的、團體的に見て、分化して 

ゐることはあり得て好いが、全般的に見た時 

に、兩方面が並行して.生盛發展してゐるこ 

とが望ましい。望むべくんば・各人各團將が・ 

この兩面に力、てゝ活動したい。

その内的方面は已の力を育み醤へ、ほんと 

に己のものとし.それを以って、己を、己の 

府する團體をゝ阈家を外に向って發表して我 

がエスペラントの有する優點、使命を完全に 

發揮せしめたいC話される言語耳からの言語 

としての使命を生かすが爲には輪讀命、會話 

會等を、益々擴充してゆく。その意味に於てヽ 

我が醫學の分野に於ては、エスペラントの文 

献を曆一府增加せしめるべく、主力を集中す 

る。それに依り人々が嫌.應なしにエスペラン 

トを學ばねばならぬ境地を招來 せしめ得べ 

く、これが地味ではあるが最も有効な方法で 

ありその結果は醫學全體に對する奉公とな 

リゝ和共に明朗透做の境地を亨むことを得る。

次に外的方面としては、絕へずあらゆる機 

令を捉えて、他の社何分野の人々に向って、 

エスペラントの近髓及びその實川化に於ける 

降盛さを示し、廣くエスペラントに對する理 

解と同情を求めなければならぬ,この事は亦 

名古屋新聞編輯長柴川氏の唱導する所で・從 

前の運動に於て缺くる所がなかったであらう 

か。若しこれが無いならばヽエスペランチス

名古屋矢崎富美人

トの會合は單なる趣味、娛樂乃至自己陶醉に 

近いものとなり終るc常に他の分野の者と接 

觸を保ち、作用し續けなければならぬ。さも 

ないと遂に自解を來し・大いなる根を張るこ 

となしに終る。大徐或はザメンホッフ祭はこ 

の意味に於て活用してこそ、その使命を械大 

することができる。大會に於ては市長とか、 

大學學長とかを、會長に擔ぐこ•とは無意義な 

ことではない「鈍感なる人々を覺醒せしめる 

には、一見愚かと思はれる方法も採らねばな 

らぬ。小さい潔擀に拘泥してはならぬ。

Kursoを定期的に數多く催す。K urgoの後 

引續いて輪讀會等を必ず催しKursoの効果を 

ほんとに實らせる。通例指導者側にt責任が 

あるがゝ次第に出席者の數が減少するが、嘆 

き悲しむことはない。一度蒔かれた極子は決 

して消え失せてはしまはないc何か刺戟があ 

れば立ち上り集まって吳れる。皆は生活に忙 

しいのだ。心に欲してもその通りにはならぬ 

のだ。エスペラントを學んだことのある人、 

又理解を有する人が漸次に噌しつつあるcエ 

スペラントの必要は人々の心に徐やかである 

が、浸み渡って行きつつある。學校に於ては、 

新學期にEkspozicioを催しヽそれに績いて 

Kursoを?!ふ、これに失敗するとその一・年は 

どうもうまくゆかぬ。同じKnrs 〇に出たも 

のは好く步調、氣分が揃ひ、口滑に何がによ 

らず遲んでゆく 〇

第一・英語敎貝エスペランティストリーゴ 

を結成すべし。中等學校英語敎師、高等專門 

學校英語並びに英文學敎授中に相當數のエス 

ペランティストを吾々は冇すると思ふ。それ 

ら英語敎員エスペランティストとによりてリ 

一ゴを結成し、英語敎:員層に於けるエスペラ 

ント逛動の强化を圖ることは、他の如何なる 

分野に於けるよりも重大なる意義を有するI 
のと信ずる。

第二、J. E. I.並びにその系統の地方會は 

Verda ^fovadoの旗色を鮮明にすべし。

近來特に しaborista movado にエスペラン 

トが利用される傾向がいちじるしい結果・と 

かくエスペラントそのものが一種の疑の眼を 

以て世人並びに監骨當局に見られて居る事は 

事實である。現に秤々が今度新たに甲府エス

屮 府 立 石 隆

ペラント協會を設立し、此の地に於ける、遛 

動を開始以來ゝその點に於て吾々は大いなる 

因難に遭遇した。特に本縣に於ては某女學校 

女敎敲の Lnboristn Esperanto-Movado の事 

件が嘗ってあった事からして、當局の神經を 

尖らしめたものと思はれる。

勿論讲々は Per-E>peranto-movado と Por- 
E peranto-movadoとの區別を大いに說き、世 

人並びに當局者をして.エスペラント運動に 

對する正しき認識を净たしむべきであるがヽ 

その爲には、H本エスペラント學會の木部は 

如何なる點より當局に突込まるるとも、いさ 

さかの隙もない樣にして置いて欲しい。15也 

libro 並に Ruĝa gazeto の取次は P. E. U.又, 

はTdkvĉ-dĜその他にまかせて欲しい〇會員 

は止むを得ぬとして、少くとも理事の顔ぶれ
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とをせず、J.E.T.系はあくまでver^a movado
に終止し・niĝerojはniĝerojだげ獨立して

會を 設立 し、labori、® movado のために

Esperanto-mo vadoそれ自身の發展を阳.止し

ない樣にして欲しい。

は、地力會の吾々が必耍ある時、吾等の學會 

の理事の顏ぶれは此の通りで御座ると窗局に 

向って堂々と發表出來るものとして欲しい。 

地方伶にしても、會員中よりruĝeroを出し 

て.會え發展をさまたげられる樣な馬鹿なこ

賓際的に、實際的にと言っているけれど本 

噹にどの程度に實際的になっている事か? 

Esp.を使ふことに依って利益を得るといふ 

ことが Praktika uztdoの必要條件であると 

思ふc今は未だ宣偉時代だから利益などと 

....と云:ふのわ尤もでわあるが「花が咲いた」 

とか［愉快な托祭を持った」などと、つまり 

言っても言はなくても直接利害を及ぼさない 

爭に使用している間は本當•の意味で?raktika 
uzadoには甚だ緣が遠い。これが若し「XX 
印晒金X個XX港へ向け出荷相成度」などと 

書く様になれば、しめたものです。Esp,が單 

にそんな殺風景な賞用にのみ使われるのなら 

•••…と歎息する人があれば私は申上げたい 

「利書關係を別にして何處に人間の生活があ 

るか?」と。極く小部分"人々を除く外わ皆 

んな露骨に利益を得ようとあせっている。而 

もその極く小部分の人々でも煎じ詰めれば矢 

振り何等かの形で利を得るのが目的なのだ。 

又實際お互が澤山利を得る樣になってから本 

當の Verda atmosferoが酸成されるのだ〇 

若し私達が利害といふものを全然慮外するな 

らば・どんなに宣偉しても一般民衆の中へ 

Esp.が擴まることわないと思ふ。民衆とい 

ふものは餘りにも、祟高な理想よりも、病氣を 

治してくれたり金を儲けさして吳れるといふ 

宗敎C?)の方をずっと歡迎する。だからE,p. 
を便へばお金が儲かるといふ實例を一般民衆 

に示したなら、そらもう波紋の樣に擴まって 

行くに違いない。近頃英語が非常に勢を持つ

大 阪 多 田 ツ ヤ

て來て小學校へまで入って來たといふのも元 

はと言えば英人の中に有力な商人が澤山あっ 

て迫々と外國との商取引には英語が普通語に 

なってしまったのが.今度はー・般民衆にまで 

及ぼして來たのであろうと思ふ。佛語や獨逸 

語が一部のj让请丈けで使われているに英語が 

こんなに迄械まると言ふのはつまり其れ程商 

人の勢力が大きいと言ふがになるのです。だ 

から私は第一番に商人がKhp.を使ふ樣にな 

らせたいと思ふ。鐵道省が外國人の客引に 

Esp.書き案內記をH!しでいるのは本當に良 

い莎だと思ふ。これに依って鐵逍省が儲けて 

いるか損をしているか私は知らないが若し損 

をしているとしても、こんな方而での損は一 

種の投資の樣なものだから致方ないし乂當然 

の事だと思ふ。そこで私の右としては商工會 

議所貿易館等で外國へ出す册子や週報、月 

報等の全部或は少く共一部分にEsp.を使っ 

て貰いたいと思ふ。此の點我が同志草刈孟氏 

の御盡力により今度大阪市產業部から出す事 

になっているEsp.書き大阪案内記は木當に 

期待さるべきであると思ふ・、貿易商に使わせ 

樣と思っても彼尊は「利を得る」と言ふ事が 

H標なのだから却々使いそうもない。だから 

權威ある商工團體とかお役所等で先づ初めに 

使って頂いて「これなら儲る」といふ安心を 

彼等に作ってやる事が必耍だと思・ 〇

私はこんな考を實行に移そうと一生懸命に 

なっている。

エスペラントを學び初めて日なほ淺く、未 

學笛の途上にある私などに、果して.此の與 

へられたる課題に對してゝ應へ得る資格があ 

るか如何かを疑はしく思ふのではあります 

が、然し、映畫人ことに映畫解说者としての 

特殊な立場から・ー應、來る可き新らしい年 

」こ際し、學令並びに全國の學會員諸氏へめ希 

望とお願ひを、申し陳べさせて戴きませう。

* * * *

岡 山 笹 木 健

A) «少く共.學會員の行ふ宜像・講習等に 

は・何等、左翼的な思想も背景も含まれてゐ 

ないと言ふ事を、何か適當な方法を以って、 

學伶から仝國縣廳乙保安課又は警察の特高課 

へゝ充分に徹底する樣しかる可き文書を送っ 

て戴きたい丈私共の樣に免許證制度によリ絕 

えず保安課乙監督を受ける職業の者は.特に 

思想的な誤解を受ける事を怖れます。そして 

夫れは、ひいてはEsp.運動そのものの進展
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性にまで、影徑する處甚大なりと考へられま 

す。實例の一つとして申上げれば、現在私の 

働いこゐる映書馆內で、-•昨年の・一月以來、 

變艮以下音•樂部仝員に解說部二名ヽそれに他 

の常設館からの參加者數名を得て初等講習を 

開いたのですが、無理解な館主から館内での 

講習は一切まかりならぬと言ふ禁令が出て. 

到碩わずかに一人を中等程度に導いたのみで 

他は悉く中絕の態となって仕舞ったのです。 

これなども矢眼リ思想的な誤解が大鄆分の原 
冈を作ってゐると思はれます。） *

B）前記と同じ様な手段を、仝國縣廳の學 

務課及び中等學校の校艮宛に講じて戴きたい 

と思ひますc C思想的に理解と批判の力ゆた 

かならざる年齡の中等學校の學生諸君の中に 

はゝ時折り新聞紙上に報ぜられる處の全協の 

活動に關聯したポエウの記事を誠んで、頭か 

らEsp.を危險視し、Epの持つ言語的優秀 

性に對し深い恼憬を抱き乍ら・公然とその學 

習を發表し得ない人々が、澤山あるものと思 

はれます。現に、當岡山縣商の學生中、私が 

手ほどきをした一同志の如きは.校內にEsp. 
學習希望者が澤山あるがを知ってゐながらヽ 

周閘からの誤解を怖れるがためゝ宣傅とか指 

導とかの方法を公然と採り得ないと語ってゐ 

ます。斯かる場合に其の校長の理僻さへあれ 

ばヽ當然その校內に力强いグルーポが容易に 

•洁成されるであらうと信じますc）

Q Esp運動の新らしい分野の開拓に就 

いて.來年は、全國的に擧って映畫界への働 

きかけを慫懣したい。（醫學•宗敎・鐵道等と並 

んで、豐なる國際性を多分に冇する映岀ろ領 

域に向っての、實際的進出に從來あまりに閑 

却せられては居なかったでせうか?こみ事に 

就てはゝ我がn本だけでなく、世界的にも餘り 

華々しい實就をあげ得たとは思はれません。 

これは私達映畫人の立から見てヽ極めて殘 

念な事と思はれます 『映畫界のE：p・化は先 

ず日本から』!來る可き年に際し私は之れを 

高らかに提唱したい。京濱•京阪在住の同志 

は撮影所へ・北方都巾在住の方はその街の映 

畫館へ.それぞれの傅手を辿って極力働きか 

けて戴きたい。さすれば遠からず『1本のエス 

界に、一つの新勢力は產れHIるでせう。が、 

しかし映畫人特有の不規則な生活上、指導さ 

れる同志は必ずや多人の不便と障害に逢清さ 

れるであ1う事を.豫じめ御覺悟ねがひたい。 

けれど、因難と徒勞の營みの裡にこそ、未來 

の美しい收穫は約束せられてゐる事を倍じ 

てヽ全國の學會貝諸氏の御番國と御盡力を切 

にお願ひしますひ

エス語が國際補助語として言語界の一角に 

頭を出して居る以上.私達は一般社會に向っ 

て今月より以上積極的11つ効果的に働きかけ 

る必要は十二分にあると思ふのでございま 

す。この意味に於て、日本エス大會をもっと 

一般的に開放してエス語を解せざる人をして 

容易に人會に 參加せしめ得る樣にしたなら 

ば、エス語の普及は、よしんばエス語を學ば 

なくともエス語ソノ何たるかを知る爭は明白な 

事と信じます。

然し・一般社會に向って積極的に働きかけ 

る事は、エス語が稍もすれば危險視される今 

日、何としても私逹は先づ第一に常憲との充 

分なる理解提携に依らねばなリますまいヨ

私達名古屋ルーマクンシードは創立當時よ 

リ只管此の點に向つて邁進して來まして、可 

成の成績を擧げて來ました事は事實です。だ 

が然し未だ充分とは言ひ得ない右樣で、一九 

三四年を只此の冃的にのみ向って進みゝそし 

て明年一九三五年には當名古屋市へ來るであ 

らう處のII本エス大會に備へたいと思って居

名古屋河合直次郞

ります。、

尙此のエス運動に附隨致しまして、エス運 

動の©に奮闘努力すべき松食卽ちエス運動の 

諸材料を内地及び外國別に蒐集しヽ人口の煤 

多に依り統計的に調査する事は必要でござい 

ませうC私の考へます處恐らく此の材が卜蒐集 

は題目の言ふ 一九三四年を我々エスペラン 

チストはエス運動のため如何に戰ふペきか」 

には重大な問題で見逃す事は出來ないと思ひ 

ます。

此の材料蒐集は更に.一九三五年三六年或 

は遠き將來のエス泄動のため何等かの指示と 

なる事は必條でせう、それで積融的には・官 

憲との理解提携に努力し、その附隨運動とし 

て、內地及び諸外阈のエス運動の記錄を蒐集 

すべきであると思ひますC

ー九三四年に於てエス運動の爲戰ふには他 

にも澤山なそして立派な御意見もちりませう 

が、以上の二項目を第一にして戰ふ可きであ 

るとの愚見を私の親愛なるエスペランチスト 

諸氏に呈したいと存じます。
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エスペラントの存在がこの二三年來世間の 

常識となって來た事は、誰も否定しないだら 

う。然し赤い色眼鏡を通してのみの存在を認 

めてゐる人が、案外多いのは悲しい事である。 

私達が之に對して、この運動はtute neŭtrala 
なものであると抗辯したところで納得させる 

のに骨がおれる。今迄のEsp.運動はエスペ 

ラントを裸でつき出して、それ學べと一般の 

人々におしつけて我がŬ的なれりとしてゐる 

やうに見える〇此の場合、Homanmismoも 

それ丈ではあまりにも弱々しい。一度飛びっ 

いて來た人が他愛もなく離れて行く。その人 

々を逃がさずに育て上げて行く所に私達の苦 

心があるコ實際的價値を認めた人々は黑んで 

受け入れて吳れる答だ。Esp.を實際生活に結 

びつけ水魚の關係にさせる爭は私連の義務で 

ある。實際的分野を開拓する事は非常に大切 

な爭でちる。Neŭtialuj S)cietojに並行して、 

fakulojは橫に手を伸し、Fakaj Societojの發 

展に努力し、同職菜の人々の間に同志を作る 

のは此の意味において粟ましい。同職樂.同 

趣味の人々のrondoは話題乙點においても

大 阪黑 崎 誠

確に熱度が違ふ。

講習會の成績は慘め過ぎる、講習生の10% 
乃至20%がものになればよいと、諦めきれ 

るものではない。地方によっては違ふかも知 

れぬが講習生募集難は豫想以上だった。前の 

問題の解決が急務とされるわけである。誘師. 

諸氏ら講習の際における努力は賓に淚ぐまし 

いものがある、それにもかかわらず好結果を 

得られがいCこれとて本業の傍ら忙しい時間 

を割いての準備で充分に手腕を發揮出來ぬの 

だから無理もないと思ふゝそれにつけても學 

校に;^けるエス語正課敎授は實現されなけれ 

ばならぬ。若しそれが賞現すれば、生活の保 

證されたEsp-ihtojが必ず効果確實な敎授法 

をとるに違いない。

木のエスペラント文缪界は確かに淋し 

い、34年度には是非共Japana Antologioの 

誕生を祈ってやまない。

何事も急には實現出來ない。今迄の如く. 

艾此の34年にも牛の步みながら然し堅實に 

全Esp-istojは共々協力して、些なる目標に 

向って進んで行こうではありませんか。

從來やゝもすると、エスペラントを赤い思 

想と結びつけて考へてゐる人が澤山に見受け 

た 本年こそは.この誤った考へを是正する 

爲めに供闘したいと思ふc人と人との間の不 

和。憎しみを說く彼宰の赤い思想が.人と人 

との友愛と正義を说く我等の愛の宗敎とも云 

ふべきエスペラントとあひ容れる筈がない。 

眞のエスペランチストは共産主義者であり得 

ない。乂我が國の同志諸君は「中立」と音ふ言

t» 福 田 仁 一

葉をはき逹へてをられるのではなからうか? 

諸君!諾君の齟國はH本帝阈なのだ'共産主 

義を國足とするソヴェート・ロシャでヽよしそ 

れが屮立であってもゝその立國の輔神を異に 

する我が阈に於いてはそれは到底、認めるこ 

とは出來ないのだ。我々はH本人たることを 

自覺してエスペラント運切をなさねばなら

.「1934年に於て我々Epp-istoわEsp.運動 

の爲に如何に爲すべきか」と云う様な爭わ 

Esp・istoの誰しも考える衣でもありそれに就 

いてわ旣に私逹の先逢によって楝々の機會■に 

その:®見t述べられた步でもあるから私わ先 

づ斯う云う步を考えて見たいと思うコ「我々 

EqP-ifitoわ人類幸福の爲世界平和の爲にそし 

て國際的尘活を齊む□的に對し其の责任を果 

して居るかどうか?』これにわ多數意見があ 

ろうが私としてわ明確に果して居とわ答える 

亭が出來ぬ。無論現任でも果すべく働きっっ

阪伊藤幸 一

わあるのだが其の働く事に於て一例えば我 

々の會く地方會1での例®偉の現狀わどうか? 

乂我々各白にとってもラヂオ放送や新聞に依 

る普及を希望して居るけれども自ら一枚わノ、 

ガキをも'附に放送局・新聞社等え投じて斥の 

方の注意をひいて居るだろうか?勿論これだ 

けが我々の蔦すべき仝部でわない・例をひけ 

ば此フ・樣な爭がらわ澤山あるそれと同じ樣に 

華やかな事ばかりが運動 仝部でも決してな 

いのであって各口が撕えず此の樣な小さな爭 

に對しても注惠を向ける爭が是非必要な爭だ: 
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と思う。

現在わ世界中非常時々代で今迄上りー府建 

動の上に困難でもるのわ覺悟をして居るがそ 

れかと云って決して萎む事わない。或る人わ 

「國悴主義の捺頭によって文化運動わしばら 

く現狀維持を續けるか或わ下り坂となるので 

わあるまいか?」と云:って居る。或わそうな 

るかも知れないがそこに我々の斷えざる努力 

が必要なのだ。一ー嘗って人井學氏も「希望 

を新にして」（1924年1月號R 〇〇の中に 

於て斷えざる努力を强調して居られる。

次に私わ昨年ケルンの萬國大會に於てなさ 

れたlnterkonsento de Kolonjoに就いて考え 

て居る事を述べてみよう。乃ちこれわ旣に御 

承知の通リ國際的の運動の方針が新生UEA 
の組織を通じて確立したのであって從って我 

々の進み行くべき道も定まったと云う事が出 

來る。（詳しき爭わ咋年のRO.に於て進藤靜 

太郎氏桑原利秀氏等が書かれたし又Heroldo 
やUEAのEsperantoでも論議されたから 

それに依って尙詳しくわ考えられ度い人だが 

一般でわ餘り此の問題に對して積極的で無い 

のわ何故か。實際わ火が隣まで來て居る樣な 

もので私わこれが今後の我国に於けるE p. 
運動の方針を決定すると同時に國際的の運動 

も前に述べた通り確立したのであるから一日 

も早く賓現致さねばならぬ問題だと思う。乃 

ち我々わ我國唯一のlanda asocioであるJEI 
を通じ積極的にその新組織は參加して我々の 

网際的生活の訓練に於て他の國に遲れぬ樣に 

勵む事が吃要であるc

然して此の問題が實現する事によって現在 

迄の逹動に對し一部の人逹の持って居た不滿 

も解消する事になって、地力と中央との運動 

其他萬事がより風滑となり且つ凡ゆる分野に 

於ける發展等期待し得る給果の來る事を確心 

する。然し其の爲にわ始めに述べた樣により 

以上細心の注意を以て斷えざる努力を我々わ 

なさねばならない。

以上私の考えて居る事に對して諸氏の御意 

見を承る事が出來れば誠に幸です。

夏休みを利用してエス展覽倉を開きエス語 

に對する認識を诛からしめ.大宣刀下に婦 

人部.男子部を區分しましてノヾ々的の講習を 

開きます。そして何よりも一人でも多くエス 

ペランチストをふやし度いと思ひます〇

每適のクンシィドは時間を延長2しまして會 

話の独練習をなし（目下實右中）當市を訪する 

外國同志の應待に備える積りです。會話に練 

逹の先輩とてなく.待話の指璋は仝く得難く・ 

それに秋田市を訪問するesp-istoは今まで

人もおらなかったので.刺戟なく、本を誠ん 

でさへおればーかどのesp-istoなりと□認し 

てゐるやうに考へられますので、之を打破し 

てお互に眞のesp-istoたる樣にし度いと思っ

秋 田 中 田 勝 造

てゐます。會話が自由に出來て實地に之を使 

用して、エス語の平易さヽ羌しさを充分に理 

解させれば自然新會員は求めずして集って來 

るのであります。數に於て少なくとも質に於 

いて優れた者が現はれれば効果の現はれし證 

なるも、質に於て少々位劣ってゐましても數 

が多ければそれ丈け廣く理解せしめた事にな 

りますので來年は先づ何よりも數を多くし度 

いとそれに對する方針を定めてゐます。

我々の如く文化の中心から遠く離れてゐま 

すものの爲めの唯一の會話の指針たる小坂氏 

吹込レコードの絕版は返す返すも遣憾です。 

切に再版の出ます事を望みます。

エスペラント運動の阈際的な組織が變っ 

て.Landa Asocioを中心とする新らしいU 
EAが出來た。それわ國際的な遊動の中心を 

なすものわ世界の阈々にある しanda Asocio 
であると言う考えからであった。更にその一 

國のEsp.運動を考えて見ると、その原動力 

わ各地方で宣傅普及に盡力して居るesp-istoj 
の集りEsp.會に外ならない。世界のEsp.運 

動の將來わこういう地方會の働き方に依って

大 阪桑原利 秀

定まると言ってよい〇まだEsp.會のない地 

方にあって色色Esp.の爲に盡力して居る人 

に取ってわ中央からの忠言や援助程有難いも 

のわない。昔學會が委員制度を収って居た頃 

わ地方のEsp.運動を色々と指導して、各地 

に新らしい地力會が出來たが、近頃の東京の 

esp・istojわ運勤の中心に居る責任を感じない 

のか.さっぱり地方の運動に對して熱意を示 

されない。同ご東京でも日本鐵道Esp.聯盟



のgvidantojわ熱心に地方の運動を指導して、 

各地に新らしいEsp・會が出來て見事なもの 

である“或際的な組織も改った新年を迎え 

て、再び免方會中心の運動に歸る爭を提唱し 

て、東京の阪志の奮起を促したい〇

各地方命の運動の仕力も今迄の樣に宣傳普 

及に許り力を注がないで、もっと！：*>・ の實用 

カ面に眼を向けるべきでわないかと思う。い 

つまでも地方會の仕那が'社傅と講習會と文法 

硏究にだけに止りゝ日本で出る本かEsp.の文 

法の本だけでわ情ない〇もうソロソロ長い間 

勉强したE p・を使って活躍しても良い時機 

でわあるまいか?稀にE p.を活用する人が 

現れると「批評家」が揚げ足とりをやって、 

折角の熱心家を畏縮させてしまう。Esp.を 
自ら使いもしない樣な人の批評に恐れる事な 

く.間違いわ少々あってもEsp.で思いきり 

書きなぐる人が澤山出る事が望ましい。

餘り日木のKsp.界わ文法の詮議がきびし 

過ぎる。紙幅がないので簡單にpraktika 
uzadoの力血を思い浮ぶままに擧げて見る 

と:——

1・I!木文學の飜譯。これわ昨年しiteratura 
Konkurso等も行われて、一般の注意がこの 

方面に向けられたが、卷々盛んとなって立派 

なEsp.原作家の出る莎が望ましい。雜誌「工 

スペラント文學」の「飜譯實驗室」わその為 

に良い試みであŬ、乂「囘覽雜誌」に依って 

地方命の&貝同志め間で各自の作品を批評訂 

正し合うと言う力法も大變有効である。

2.現代日本の紹介c人抵のesp-istoが今 

迄外國のesp-istoと文通をして居って、各自 

阈の國情の紹介を試みて居た譯だが.折角の 

努力も大抵の場合高々相手のko respondanto 
を啓發するに過ぎず、一般の人を利する申が 

なかった。

これをゝ例えばIIcro：do de Esperantoの 

° Leteroj el 'Iu伽ondo"の欄に現代日本の糸3 
介記事を書き、外國からの記乍の新らしい面 

白いものわ日本語に飜譯して一般の新聞雜誌 

に載せる（小都會でわ歡迎される）と、Esp.を 
やらない人までがEsp.のお蔭を蒙る爭にな 

る。この樣にして、Esp.がE<p.をやらない人 

にとっても有益な、II常生活の必需品になっ 

て始めてEsp・は廣まったと言う事が出來る。 

そうならなければ、Esp.わEsp-amatorojの 

嘗・語であるに過ぎない。

乂一般の新聞雜誌にEsp,に關するニュー 

スを供給する機關!nternacia Gazetara Komi
dono えの協力も大!“な問題である。この組 

縱の完備したスエーデンでわSveda Espe
ranta Gazetara Inforn*-Servo  （SEGIS）の乎を 

通じて一般雜誌に現われたEsp.に關する二 

ユースが昨年5月~ S月の4ヶ月間に337に 

上り、雜誌數56と言う有樣である〇 Esp.に 

關する一寸した新聞記事と言って馬鹿になら 

ない。度重さなれば、それが輿論を作る。X 
Faka Movadoの徹底等大きな題目であるが、 

結局今後我々わn本國内のj莖動に力を注ぐ事 

わ勿論であるが、それと同時に「眼界を廣くし 

て」、「力をそとに!」向けなければならない 

思とう。

熊 本 山 本

世界のエス運動に於て、新生UEAの下に 

各國の因艘が屬する、まことに當を得たこと 

と思ふ。此際の日本の逹動もかくあリたい。 

學會が其の主體となリ、各地方命は其配下に 

活動する、少くとも中立の團體は學會と心を 

合せて協力する。此事は地方會は何等の邃仟 

はないと思ふ。只中央のエミネンツI 口達が 

ザ博士の心を察して一致協力、卽ちー流の人 

々が一つ心になればよい,學曲と地力會とが 

常に連絡を取って行動する。學會は常に二一 

ユ スを地方會に知らせる。 地方命はこれをす 

ぐ新聞に載せる“甚だ効來多い運動である（數 

年前厚角は為々謄寫版刷でニュースを送てく 

れた.我京はすぐ新聞社にはこんだことを記 

憶してゐる.學脊は間もなくこれをやめた） 

要するに日本の運動は學會の統一下に活動す 

べきである.學會は大都會のエス團閃を是非 

說服して雜雜の如きも硏究宣傳のみでなく、 

世界に誇るエス文の大衆向のを出す樣には!H 
來まいか〇

熊木のエス連動歷史は古いが餘り盛とは云 

はれない、だが此程若き人達に熱心家が出來 

た。1934年度は講習會の量も數も大き［する 

樣談合もした。殊にII木大會のポストコング 

レーソには一働きするとゲユヌー ロ逹はヵん 

でゐる貧弱ながら機關誌も再刊した。市餡局 

にもいくらかアクチヴェに働きかけ彳・ると思 

ふ。私一ケ人としては熱心な若き人々が出來 

たから初等諜習から逃れて少し續書力をつけ 

たいと思ふ・十數囘初等講習のみで讀書カ更 

になし、门らを養ふ必要がある、1944毎は 

正に讀書硏究の年として炳進したい考、、へ
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ロルドの購讀繼績はもとより新生UEAの トとなりて活動したい考を持ってゐる。最後 

inembro-abonantoともなリ出來ればデレギー に各地エス者の來訪を望む〇

ー九三四年を迎へるにあたリ阪神地方に於 

ける過去一年間女子のエス逹動に盡せし足跡 

を辿る時に大して芳しくないのには失望させ 

られる。と云ふと大阪の諸孃上リ叱責を蒙る 

かも知れませんが。

單に華やかであったといふ引•は決して芳し 

い成績を得るといふことを玄味するものでは 

なく、否むしろ將來に對する悲觀性を豫想せ 

しむĈ,然るに華やかさの中にエス運動への不 

撓の熱が藏されて居るならば如何に賴しい將 

來を期待し得る中でせう。

私の偏見からかは知りませんが女子には盘

大阪府福原扶美子

飙味が足りないのではなからうかと思ふ。若 

し我々各自が强い永續的な熱をエス運動に對 

して持ち續けるならば、此の一致團結した;a 
斂味は必やエス運動界に輝しい結果をもたら 

すと確心しますc諸種の具體的計畫に先ち各 

nが一時的ではなく永續的な诡面目な熱と理 

解とを持って盡して下さる事を切望すC前途 

には幾多の因難が横はり諸種の歸譽褒貶が已 

を取り圍まうとも常に眞劎唯眞劎に强く戰ひ 

ませう。具脸的方針よりも希はくば同志諸 

孃!各“自己修養の後たヾ诡纳に我等のエス 

ペラントの爲に盡しませう。

冇題ロについて寄稿せよとのことですが生 

來愚饨な私は旣に十年近くエス誌の學修をつ 

づけて居りながらtro maljuniĝiした爲めに 

komencantoj を gvidi aŭ instrui する には 自 

分ながらsent:；ŭgecoを耻かしく思ってゐま 

す。別府大分地方も以前には.今福岡でヾigle 
に1-boriして居らるる若い堀內法學上の御 

努力や龜岡の普及命の爲めに一峙は多くの同 

志が川來ましたが今でほ殆ど去ってしまいま 

した、ただ然し別册には 氐uliれ〇の下河原翳 

學たが居られるので每週二囘（火金）のkun- 
喩Ĵ。丈けはつづけて居ります。會員は侏か 

に數名に過ぎない淋しさであり 'ますが其內一 

名丈けは將來gvidantoとなるtaŭgecoを持 

った人があることを樂しみにして居ります。

別 府麻 生 介

時々各地方の同志が來てinstigiしてくれた 

ら若いエスペランチストが出來はしないだら 

うかと思ひます、大分の高商に同志の竹崎敎 

授が居られるけれども御多忙の爲めに餘り 

laboriしていただくことは出來ないでせう。 

兎に角私逹老年者はもう第一線に立って働く 

ことが困難で且つ其効果も少いから早く若い 

元氣のあるhbomiUojを得て其奮鬪努力を出 

來る丈け援助してゆき度いといふ希望を持つ 

て居ります。來年の「1本エス大會は授崎であ 

り・ますから同志の方々にはpostkongresoの 

おっもリで別府に立寄っていただけば出來る 

丈けbonvenigi致し度いと樂しみにお待ちし 

て居ります。

時勢の進展と環境の變化に伴ひEsp- 
movado も interua ideo に elasteco と fl?k- 
seblecoとを與へる必要はないか。我國現下 

の非常時に於てはEj?p-niovadoをpatriotismo 
の分野まで推し摭めて『II本人に•は!!本語で、

大牟山 植 田 半 次

外网人にはE-p.語で』を凡百の機會と機關 

とを利用して强調すべきでは為るまいか。尙 

Esp.語は斷じて左翼のみの專用語ではない 

事をも廣く世に知悉せしむる樣努力が肝要で 

ある。

我々のMovadoを二つの方面に分けて見る 

ことが出來る〇 一つは平面的の蓮動とも云ふ 

べく主として新會員〔新き同志）を增加せしめ 

る事であり他の一つは立舲的の運動とも云:ふ

授野縣 奏 泉 猛

べく主として初學者を一人前の熟達したE、p・ 
istoとして永續的の同志となすことである。

たとひ短い期間にもせよ我々の仲間に入りて 

我々の運動を支援して吳れるのは勿論有難い 
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がヾしかし、その一生涯を我々の運動から離 

れない人こそ眞の、本格的のEsp-istoであ 

って我々の運動の根幹であり・原動力であるC 

平面的の運動を一瞬もゆるめることは勿論出 

來ないが、今年あたりからわが國のエスペテ 

ント運動に於いて、この立體的の運動が具體 

的に組織化されても好いではないかと思ふ。 

如何にすべきか?その具體的M項は今後の硏 

究によるか差當リヽ私の案としては左の如き 

ものがあるC

一. 本格的ニスペランチストの全國的團舲

二. エス書籍出版の後按屈疲

この二つは結局二にして一つのものであ 

do卽ち前者の會貝は勿論エス文を自由に讀 

める人達であるからヽ從ってエス書に對する 

需要も每月あるわけである。そこで每対五十 

錢なり一圓の會費を出して、それがエス書籍 

の購入賀となるのである。エス書出版の後援 

と云っても.出版所へ寄附をするわけには行 

くまい。例へエス書を讚む咤間が無かった 

リ.その他の事情で每月購讀したくない人も. 

出版を後援する意味に於いて義務的に支出し 

て貰ふのである。

いつまでも我國のエス書籍の出版も贴書や 

講習書の出版だけでは牯:けないような氣がす 

る。エス文の書物がだんだん出版されて外國 

へも楡出されるようにならなければならな 

い。さうしたらヽ爲替關係で輸入書籍の買へ 

ない不自由もそんなに苦しい事でなくなるだ 

bう。エス文の書翎が和當に出版出來るよう 

にならなければ・一口エスペラントを習って 

多少とも讀書も出來るようになっても、いつ 

かエス語に對する興味もなくなり・やがて我 

々の運動Jから離れ去って了ふだらう。とにか 

くこの平面的の運動だけでは同じ一進一退し 

てゐるだけであって、立戕的な方面に成功し 

ない限り、我々の!novad 〇は、より高き段階 

への飛躍は望めない。あらゆる苦難を征服し 

てこの域まで進まなければならない。

エスペラントの第一書が世に現れてから今 

年は四十七年口であるC生れ出てて四十七年 

)! 让仟にーこうに存在を認められぬ人間がザラ 

であるのに兎に角エスペラントは盛んになっ 

たものであるC

が未だエスペラントはヂアーナリズムの潮 

法には乘りあげてゐない樣だc今一息だと私 

は思ふ。我々同志は力をあわせていまーこぎ 

舟をすゝめてエス語を自然の潮流に乘りあげ 

度いと思ふ。而して自然力でエス語を目的の 

彼岸に到着させ度く思ふこれに一層の努力を 

する事がやはり我々同志の一九三四年のデー 

ヴォであらねばならぬ。

ほんの目の前に其潮流が黑々と見えて居っ 

ても、實際はそれが近くなかった數年來我々 

は苦い經驗としてそれを味ってゐる。

エスペラントできっと算盤が持てるに違ひ 

がない。と牛可通な實業家肌の同志がヂア- 

ナ リズムに呼びかけてエス語の本を出版して 

見る。が、いけない。經濟的に失敗してゐる。 

一流の出版業者が氮まぐれにエス語に手をっ 

けて見る。やっぱりい。けない算盤が持てな 

いのだ。

社會に呼びかけて鳴物入りの宣傅と共に工 

ス講習會を開いて見る。が結果はエス語講習 

會に算盤のもてたためしがない。世間は冷や 

かな目でこれを見てゐるエスペラントがヂア

三重縣林 好 美

ーリズムの潮流に乘りあげてゐない證據だ。 

物言わば唇寒しだ。なまじエスペラントを聲 

援する爲に共產黨のシンパと間違えられても 

困るヽとて名士は口をつぐむ。

盍ても燒いても喰えぬ世の中だCこの世間 

に向って洙面目なエスペラントを宣傅するも 

のよほど世なれなきゃいけない。黃色いくち 

ばしぢゃいけない。汝の目を銳くしなくては 

ならぬ。老繪に㈣方八方に氣をくばらねばな 

らぬc

文明の程度は紙を反古にする程度だと私に 

は思える。日々幾ばくの新聞、雜誌、パンフレ 

ット・廣吿が右から左へ反古にされることだ 

ろう。第三種至便物、約朿郵便物等の定期刊 

行物が如何に多いことヽそれ等の中には記事 

がなくて困ってゐるむきが可なりに多いので 

ある。ある商家が單に商報を出さんが爲に無 

意味な舊聞をまにあわせに記載してゐるのも 

少くないのである。こうした定期刊行物は各 

社會・各階級到るところに夥しい數だと信ず 

る。我々同志は一九三四年にこれ等の刊行物 

を總動員してエス語の記事を書さたく思ふ。 

吾人は意外なところで意外な拾ひものをする 

事に氣づくであろうc

私は此力法によって去年に相當な收穫をあ 

げ得た事をよろこんでゐる。それはある商事 

會社の機關新聞で、自家商品の廣吿をする爲
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に月刊雜誌を第三種郵便で發行してゐる。其 

發?TW・壹萬二千・乾犬に水のよろこびで共 

編輯部は私のエス宣傅文をうけた〇エスペラ 

ントなる文字が其報誌に現れたのはそれが始 

まりである.

百八十人程の讀者から熱心な照會を受け 

たcエスペラントの何たるかを始めて知った 

人々が和當に多かったには鸞く cそしてこれ 

等の人々に學會發行のパンフレットを送り、 

この爲に和當の學習者を出した事と信じてゐ 

る。でなくとも、商賣でこりかたまってゐる〇 

〇業界の人々にエスペラントの外廉をうかが 

わせたのみでも私は痛快を感じてゐる。

エスペラントがそれ程實用されて居るでし 

ようか?とは初纠者乂はエス語をよく知らぬ 

者が常に發する質問である。成程書店では英 

書やドイツ語の書籍は费って居てもエス語の 

本を餘り並べて居らない。ロシア語の猶習書 

はあってもエス語の獨習書は割合に少ない 

し、英書からの引用文ドイツ語からの引證は 

常に各種の書物に現われるがエス語からのそ 

れに出合ふ事は絕對と言ってもよい位少な 

い。普樂會では英獨佛伊はいわずもがな時と 

するとスペイン語の歌を歌ひラテン語の聖歌 

を歌ふ。然るにエス語の歌を聞く事は決し 

て無い。かような外面的な事實だけを眺めて 

居る人々はエス語の存任.エス語が如何に實 

用されて居るか.それは如何に結構な價値を 

持って居るかといふ事は容易に解らないろで 

ある。エス語宣伸の最も効果的な方法はエス 

語のすぐれたる實用例を見せるがではあるま 

いか。エス語によって切手とかポスターとか 

を蒐集して展覽命を催すとか.自分の硏究上 

の疑問をエス語を用ひて各國に問合せて得た 

結果を發表するとかは非常によい例であるが 

エス語以外の如何なる國語を以てしてもなし 

得られぬ事でエス語を應用して容易になし得 

る事が多々あるはずであるCエス語をどんど 

ん街頭に持ち出して大いに宣傅の不足とする 

事も必要である。エス語の用ひ得られる所な

札 幌相 澤 治 雄

らば無茶苦茶に用ひてその良^ifなる結果を發 

表し以てエス諦の實用性をー・般人士を知らし 

むべきでちる。

エス語の發逹を阻害して居る一つの大きな 

原因がある。それは赤色思想とエス語と混同 

される事である。これがどの位エスの發展を 

妨げる墻壁となって居るか判らない。その思 

想の是非善惡は別問題として.エスペラント 

は獄色思想の別名なりなどととんでもない誤 

解を蒙ったりする事は吾々にとって耐へ難い 

苦痛である。こんな誤解のためにエス語の宜 

傅普及を妨たげられた會は少なからずあるで 

あらう。札幌エス會もそのために少なから 

ざる迷惑をうけたcこのエス語に對する誤解 

とその誤解を恐るる學習者の思惑とが非常に 

エス語の普及を妨げるのであるC 乂エス會員 

中に赤色分子が居ると越しく誤解をうける原 

因となるものである。この故に第二囘北海道 

エス大會では赤色分子の排斥を巾合せ、计■一・ 

月十八I Iは札幌エス停は赤色分子排斥の宣言 

を發表したのである。赛PAにして他のエス仟 

にかかる企てのあった事を聞かないCまだ實 

行されて居らない會は一I!も早くこれを實行 

していただきたい.

ー九三四年に吾々のなさざるべからざる事 

はエス語の實川方面からの宣傳と赤色分子の 

排斥であると思ふ〇

1. 一人一人がその獨自の立場からしっか 

りした運動理論を確認する。ファシストはフ 

アシストとして、コムニストはコムニストと 

して。科學者は科學者として。實業家は實業 

家として。エスペラント運動に對する觀點が 

各々に異って居てもヽエスペランチストであ 

ると云ふ點に於ては完全に共通でありー致し 

て居る。その上に一般的なエスペラント運動 

の理論が打樹てられる。

富山縣深 井 正 淑

2. 豚に诡珠を投げ與へない。

3 今年は唯一人でもよいから、エスペラ 

ントがほんとうにその人の生活の一部となっ 

て、主觀的にも客觀的にもその人とエスペラ 

ントを切離して考へる事の出來ない同志を得 

たいと思ふCエスペラントを解剖臺にのせて・ 

文法的な切開手術ばかりやって居る『學者』 

逹を私はほんとうのエスペランチストだと如 

何にも考へられない。
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4.最も卓越せる祉角主義者はその職業に 

於ても是も卓越して居なければならないCパ 
ナードショウ;）。最も良きエスペランチストは

講演會を開いて國際語問題について世人の 

關心を望む.重要な事である。講習會を開い 

て同志を獲得するrエス語の文法的硏究を究 

めこれを同志の前に展示する.何れも垂大な 

役割であるc

されど商人としての自分は、各人がその 

Kampoに於いて、或いは揭示用語として、 

記錄用語として或いは宣傳物に漠字のフリガ 

ナ式（流行:モードヽ電話:テレフォーノ・ 

寸法:グランデーッオなど）に使用し、又は 

エス語名の乂はエス文入りの淘品を發質し或 

は自分の業務の硏究資料を全世界からエス語 

を活用して蒐め.乂エス語使用若には特に優

・・・■・( E■••■••■鼻

亦最もよき職菜人でなければなりない 掷互 

に自分のショウパイを大事にやリませう!

名古屋 山 田 弘

待するなど、エス語運動に文獻以外に廣さと 

强味を與へるために奮起せらるべく希望す 

る。

门分は、婦人子供洋裝といふ比較的外阈語 

便用の顧客を持ってゐるが、エスペー □ゝタギ 

ージョのレコードを道通る人々に擴聲して聞 

かせ、店內の使用語として・又看板に包紙に 

商品カードに、日本語とエス語を主とし・英 

語などは從として使ふべく心懸けてゐるC來 

るべき1934年こそはヽ機命をとらへては、 

より多くエス語を活用し、側而からの聖なる 

運動に協力したいと考へてゐる。

A・ しingvo •
Tcoriemo, Pedanteco, Diletantismo を排斥 

し現實の! sp-istaroを正視し、Viva praktiko 
に生きる事。

Ii. Movado :
我Movadoの重大なる匾義ある事而して 

K^p-ujr）の未だ外界に對し微力な韦を銘記し 

て、一致協力しFronto整师を期し無意義な 

di aj laborojを避ける事〇

1） Neŭtrala Movado の F.onto 單位は純 

正な地方會組縑にある爭を想起し。地方會大 

阪］対）.會の忠實な一員として

a:會の生命線たる例會•總會には必ず出 

席する来（たとひ疲勞の結果居睡るとも）。

b:規約に從い規律を重んじヽ猶.Lしつ親和

大 阪進藤靜太郎

團樂を念とする爭。

c:役員會と密按に連絡しヽあらゆる機會 

に近隣地力會と親睦協働する事。

a:公共團體との交涉を多くし・應對往復 

文書の整備に留意し、會の社會的信用を高め 

る事。

.2） J. E. I.の一會員として:

J E I今「Iの財政的が礎はそのか業事務遂 

行に當って献身的努力を績けられたる中央諸 

委貝の節約犧牲に外ならぬ茅を思い極力その 

勞を省き、内に我國中心機關としての歷史的 

權威の充實を期し、外にしanda Asocioとし 

ての機愷を發揮せしむる樣、充分の努力を盡 

す事。

山口縣 野 原 休

ー九三㈣年の非常時I!本に於けるエスペラ 

ント運動……とでも云ふ如き冒頭をiKいて書 

き出したならば或は豪勢に聞えるでもあら 

う、が併し吾人平和の戰士が何も〇〇の尻馬 

に乘ってワイワイ騷ぎ廻る必要は無い。吾人 

の運動は全人類の福祉增進を冃的とする所の 

永久工作だ。之に非常時も無ければ平時も•無 

い。若し强いて非常時を叫ぶなら吾人の世界 

はBabelの塔以來永久に非常時だ。非嚣・の大 

覺悟なくして此の人爭業がやれるものではな 

い。氣紛れ物好きから此の聖集の牆窺きする 

やうな連中や一時の興に乘じて狂奔;Tる如き 
先生達は此方から眞ツ平だ。一九三加年が來 

たとて今更何んでも無いではないかc吾人に 

は不拔のN標があり確乎たる旣定の方針が有 

る譯だ。此方針に隨って此の日櫟に邁進すれ 

ば其れで澤山だ。新しい物を漁る許りが進步 

でもあるまい。



23

と云っただけでは餘りに抽象的だとの事〃 

らば、改めて具體的に愚見を開陳して見よう。 

エスペラント建動は勿論國際的事業ではある 

が、去りとて吾人は徒らに歐米人の尻馬に乘 

て意氣揚々たる許リが能半でもあるまい。!I 
本のエスペランチストには日本のエスペラン 

チストとしての使命がある譯だc此の使命を 

自覺してこそ始めて否人の運動に意義がある 

のだ。では其の使命は何か?昨年の京都大令 

はNeologismo濫發に對する抗議的決議をや 

った。これが實行の如きも確かに吾人に與へ 

られた一の使命であるに相違ないが併し之よ 

りも更に更に朮要なるものが幾らもある〇其 

の一例は卽ち東洋古典の飜譯である〇エスペ 

ラントを以て歐米人の怎に秘密の殿堂たる東 

洋文化の鍵を與へてやる事だc此の事業は之 

を歐米人の手と其のniicisj li:】gい、jとに委し 

て置いては連も完仝は期し難い。だから之を 

「I本人の手で我がエスペラントを使用して實 

行するに限ると思ふのである斯くて多數の 

文献がエスペラント界に現はれた日に、斯語 

の重要が一府深く凡ての國民から認識さるで 

あらう。此の意味に於て余は敬愛する多數 

同志の奮起を希望する。微力余の如きが到底 

此の大業に參加する資格は無いが併し此爭業 

の爲に陳涉吳廣たりバブテスマのヨハネたる 

事は敢て辭しない。一九三四年に於ける余の 

ブログラ丨モは之から割出す積りだ、而して 

劉邦項羽の蹶起を期しナザレのエスの出現を 

待望せんとする次第である〇

II木エスペラント大會を名古屋へ持って來 

よう!之は名古屋のエスペランチストの誰も 

が持つ長年あ揺望であるc岡山・仙聚.大阪、 

福岡・京都.金澤'浴の地力クノ諸都山に催され 

た大會が今口まで一度も名古屋に持たれなか 

ったのが寧ろ不思議と言はねばならぬC之に 

は色々事情もあろうけれど、多くは先輩エス 

ペランチスト諸氏G疲勞とあきらめに因る長 

い間の連動の沈滯に基いてゐる、然るに一九 

三〇年山比忠之進・佐羽吟作、柴田義勝氏等 

の熱心なる同志の相次ぐ來仕によっこの沈濫 

は破られ、内膝、山川・白木・松本、新井氏 

等の舊勢力の再起ゝ川村・河合.渡逸ヽ矢崎・橋 

本、山中氏等の新興勢力と相俟って運勤は步 

一步と堅實味を加へ、大阳を第古屋への機運 

は漸く熟するに到ったヽ木年度の大會を長崎 

の懇望もだし難く遂に逸したとは言へ、明年 

度の大命が名古屋に開他せられるであろうこ 

とは殆ど決定的のが實である.それ故に吾々 

名古斥のエスペランチストは當然この『大會*

名古屋竹 中 治 助

を名古屋へ』のH的に向って一九三四年を戰 

ひ拔かねばならぬ。

ここ三四年來のたゆみなき同志の協力的努 

力によって.もはや運動組織の基礎は確立さ 

れゝ能動的エスペランチストの何れもが具の 

經驗によって運動のこっを知ってゐる.吾々 

の戰は唯前進あるのみである。そして期待せ 

られたる名古屋のエスペランチストの遵守す 

べき信條として私は左の要項を擧げたいc

り 運動の中樞たる指導者自自の素質を向 

上する爲め各自に多く讀み.廣く硏究す 

るは勿論會話他又は硏究會を縊續的に行 

鸟、ことC

2?運動を効果的にする爲め社會的地位あ 

る人々により多く働きかけること。

3） 講習會、會•話會ヽ遠足ヽザメンホフ祭 

等總ての行事の計畫を早く立てることC

4） ブルテ・ノを繼績的に而も期日を正確 

に出すこと。

國除狀勢の切迫につれて、來年は何か新し 

い努力を必要とすると考へるのは一般の心理 

である樣であるが、エスペランチストとして 

來る一九三四年をエス運動のために如何に联 

ふべきか、といっても、やはり每年通りのこ 

とをしてゆく丈のことである2
地方會としては地方の會員の瞬犬强化を目 

標とし、更に附近の地方會と緊密なる連絡を

豐 橋高 橋 哲 次

とること。定期にニュースを出すことc「一度 

ニュースを出した以上如何なる困難があって 

も定期には必ず一頁にても出すことも會員の 

綜合的に内國.外國通信網を張ること..文學、 

活動、エスペラント理論の構成、國語問題と 

エスペラント 此の方面に特に留意する。

我が豐橋エス會としては中部地方の中心地 

名古屋の同志との連絡を最も斎くみる。と同
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畤に名古屋の同志への要求として、名古屋の 

同志の積極的活動を開始し・まづ近縣エス停 

を持ちヽしかるのちII本エス大僉を招くべき 

であると考へる〇第二计・一囘京都人會に突如 

として日本エス人會招請を捉案したなど甚だ 

怠慢だったと云はねばならぬ。

最後に、これは日本エス大命の文藝分科會 

,についての希望だが文藝分科會は重要な役割 

を持つものと考へるから、該分科會責任者は 

大會一ヶ刀以前位に人體の計畫をたてて.そ 

の計畫を發表し、參加者は云ふ迄もなく・不參 

加者から文書で意見を徵しておくといふ努力 

を拂ってもらひたいと思ふ。

大會がある何に考える。次々に出て來て三 

分間の挨拶をなすのみのために、彼尊は地方 

令代表の名を冠せられたのであろうか、と。 

久考える、大會開催地附近の同志逹に依てヽ 

その參加者の大部分を占める大會•の議決は、 

全國同志の總意と見てよいものだろうか、とc 

大會をより有意義に、又その議決をより有効 

にする方法はないものだろうか。

乂・II木の屮心機關である學命の機關誌に 

個人から.或は地方會から發表された提案は 

果してどの程度にまで・論議され、實行•に移 

されているだろうか。C例えばヽ桑原利秀氏 

が仙臺エス會の名で、S Revuo Orienta誌 

上に發表した「6月21｛をエスペラント•ター 

ゴとする」 の如き提案）G

これら大會の議案、誌上の提案.これが全 

國の全同志に依て、とリあげられ論議され 

る時に始めて、眞の意義を持つに至るのでは 

あるまいか。何故なら、かくして彼等は自己 

も運動に參加せる一員だ、とヽ意識し・更に 

積極的な働き乎となることは必定であるから 

であるr

しからば・かく仝國の同志を動員するには 

如何にすべきか。たヾ組織網の完備あるの 

み、一咋年ヽ學會では年鑑を發行して、地方 

會の組織化を試みた〇が併しゝ咋年!nter
konsento de Kolonjoに依り、新生 UEAの 

Landa Asocioとして活躍することになった

仙 臺菅 原 慶 一

現在が、全國に組織網を張る絕好の機會では 

あるまいか。學會は速かに各地方會土ら 

delegitoを選川せしめ、學角から選出した 

Ĉefdelegitoと連絡せしむべきである〇かくし 

て始めて、エスペラント界のすべての重要な 

問題提案は、學會の機關誌に依りゝDelegito 
を通して地方命に傳逹さ扎・地方會は會貝と 

共にその態喪を決定し、その代表者を大會の 

議決に送ることが出來るのである。隠って大 

會の議決は、全IJ木の同志に徹底し、全日本 

の同志が運動に參加していると云い得るので 

ある。勿論今迄のUEAのDelegitoは、こ 

ゝに述べたような任務は持たなかったが、 

今迄の實用主義のUEAは、!nterkonsento 
de Kolonjoに依り咋年限り消滅し・新たに・ 

運動の國際的中央機關としてのUEAとして 

再生したのであるからヽその Delegitoも單 

に實用のための機關ではなく.より重大な任 

務を帶びた運動の機關とならなければならな 

い。此の意味に於て、新生UEAのDelegito 
は同時にJE!のDelegitoでもあるわけであ 

るC

此のUEAの新たに選出されたDelegito 
を、JE!のDelegitoとして、全F［本にその 

組織網を完備した時.その時こそ・全「I本の 

同志逹は一人殘らずそろって同じ行進を始め 

るであろう。

與へられた課題は1934年に於ける我々 

Esp-istoの鬪爭方針だった。然し文与:通リ 

komencantoに過ぎない自分には此temoは 

荷が勝ちすぎる。だが押しの-•手で少し書い 

て見る。初學者の希望として聞いて頂きた 

いC

1）ザメンホフ思想の再吟味ザメンホフ 

思想の再檢討は同時にEsp-ismoの再檢討で

東 京小 松 文 夫

ある我々は我々の陣曾內に往々にして見出さ 

れるZamenhofa ideoĝ曲歪と俗惡化とに抗 

して戰ふ必要があるばかりでなく、彼の思想 

そのものも近代的な科學的な見地から再批判 

されねばならぬc卽ち此批判を通して彼の思 

想のより以上の深化と展開を圖らねばなら 

ぬ。然るに我國に 於けるEsp-istoの多くは 

彼の語法其他言語技術上の硏究にのみ沒頭 



しヽこの問題に無關心であるかに見える。然 

し我々はこの仕事を重要な仕事の一つとして 

採りあげねばならぬとおもふ9
2) 正しい言語理論の確立 一 •般的には國 

際語理論の確立、特殊的にはKsp.理論碇立 

が絕對に必要だ。之は語法上の屁理窟ではな 

い。正しい言語■理論のなきところ正しい强力 

な言語運動は在り得ないのだc 一老英學者に 

は攻擊されたとかいって駁論の散彈を放つこ 

とよりも先づ«5系的な科學的な音語理論を打 

ち建てることが急務であらうC

り運動の大衆化今日F1本のエス界を支 

BEしてゐるといへる所謂中立Esp-istoの運動 

ではその對象を知識階級乃至半知識階級に置 

いてゐるかに見える。だが斯る方針は訂正さ 

れねばならぬ。/.は運動の對象をむしろ敎養 

の低い階級膺に说いた。彼の考へ方は正し 

い。今口國際語を翼實に切實に要求するもの 

は實にかゝる社會府だからである如何に知 

識階級の間に於ける宣傅普及が容易であらう 

ともヽ我々の運動はそこに留ってゐてはなら 

ぬ。我々はより廣汎な大衆の中に我々の運動 

を持ち込むことなしにはヽ我々の最後の日を 

期待することは出來ぬ,

4) 反動的傾向に對する鬪爭 我々の 

Standardoは全丿、類の融合、幸福、世界の平 

和の實現を要求する。そして凡てのFsp-isto 
は斯く云ふ。然し我々の陣營には現/Eの社命 

的情勢に押されて、patriotisnio の名にかく 

れ、偏狹なるnaciismo或はfaŝismoへの偏 

向が見られる。我々は斯る傾向に對して緬乎 

として鬪爭しなければならぬ。中立主義の故 

を以ては鬪爭を怠ることは、竟にEsp-isn!〇 
の放棄であリ、intemacia solidarecoの解除で 

あり.それ白身反動的役割を演ずることを意 

味する。今日のEsp-istoは餘りI?も怯懦であ 

リヽ卑窟である〇 ZamenhofのŜovinismoへ 

のあの痛烈な宣戰布吿を想起せよ!

5) 他の文化逹動との提携我々は言語運 

動ろ特殊性を無視しない。しかし我々の運動 

は文化運動の一翼であることに違ひないc然 

るに今Hまで我々の運動は實社會と遊離し、 

他の凡ゆる文化運動と沒交涉に進められて來 

た嫌はないか。我々は公然と文化運動の分野 

に我々の運動を持ち込みヽ和提携して新らし 

vヽ文化の創造に積極的に參加しなければなら 

ぬ。,

6) Ĵurnalismoの利用其他 Esp・の一般 

的な宣偉のためには凡そ利用し得べき一切の 

ĵurnaloを利用しなければならぬ〇尤も今日 

日本のĵurnalismoは Esp.其物に對して冷 

淡の樣であるが又我々の側からの努力も足リ 

ないのではないかc去る大會の如きものにっ 

いてすら、多くの新聞雜誌には一片の報道さ 

へも見えなかったではないか。もっともっと 

我々刀積極的努力が要求される。更にEsp・ 
に對する與論を喚起するためには公開講演會 

の開催.ラヂオによる放送、諸學校にEsp.採 

用方の文部人臣或は議會への建議、請願等も. 

必ずしも口前の效果のみに拘泥せず、執拗に 

なされねばならぬことだ。

日にリに世界は文明の發達と共に縮少され 

て行く.それと共に益々阈際綽助語の必要は 

痛切に感じられる、そして如何なる國語より 

も・より容易に習得し得て且つ自國語の發展 

を助長すると雖も決して之を妨げずヽ何网人 

に對しても決して特殊な優越點を與へず、習 

ふ者をして學習的に殆ど平等乙狀態に置かし 

め得る處のエスベラントを採用するを最良の 

策と考へる、そして此が實行•は文部省當局の 

理解ある處置により中等:學校の必須科目とし 

て三年位まで採用し以後を英、獨、佛、露、 

伊、西等あらゆる國語を各口の進む方面に向 

って專攻せしむるが敲良である。然しこれは 

仝國的に心なき英語學者並に語學敎師等の反 

對に遭ふは明な事であるゝ故に此の外に撰ぶ

松 代 栗 林 亨

道は各地に散在するエスペラント會の力に待 

たなければならぬ、然し乍らエスベラント會 

等の力を以てしては今後少なくとも牛世紀を 

經過すると雖も完全なる普及は望まれない. 

そして阈際補助語の使用は如何にしても日本 

よリ他界に向って强調しなければならない、 

そしてII本を、引いては大亞細亞數億の民を 

して阈語的平等な權利を得させねばならぬ. 

この國際就助語エスベラントを最短口を以て 

普及させるためには、【I本仝阈各新聞社ろ犧 

牲的御盡力と最大の國家愛に待たなければな 

らない、方法としてはゝ每日發行する新聞の 

一頁をエスベラント欄としてこれにりー・般 

重要記游の拔萃、2)讀者を呱かせぬために 

若干の笑話を加へ.3)極めて容易しい處の 
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初等講習修了右に讀み得る記事、4）これに 

初等講座を加へ、5）特殊なものとしてH本 

語講座・エス文說明にて（「1本式ローマ字綴 

りを採用して）、日本語としては「止居光知」氏 

の創案になる『基礎II本語』の如きを採用し 

ーヶ月乃至三ヶ月位を單位として間斷なく、 

I」本語講座を繰返す事とする、のこれに內 

外の通信希望者欄を加へる。

この新聞の利點とする處は、

り 何も知らぬ者も每口のエス語ろ刺戟に 

よりて學習心を誘發し、わ初等講座徐を終 

りたる者は辭典の助けによりて平易な文より 

撰擇して讀み得る事、り 相常發逹せる者は 

虐耍記净あたりを讀み.4）内外の通信希望 

者欄を利用して文通すると共にこの一頁エス 

文入りの口ネ語新聞を外人通信者に送り知ら 

ずへノの間にエス語欄の【I ・本語講座によリて 

n木語を彼等に學ぶ機密を與へる。

現在內外に於て發行されてゐる仝エス文新 

聞偉は經費鎏7點から云っても誰でも容易に 

手に入れる譯には行かない。然るに若し此が 

□刊新聞に附隨して居り何申の經費を特別に 

要せずして毎日眼にし得るとすれば自然に工 

ス語に對して興味も出て來る。この|」刊新聞 

にー頁のエス交頁が現れる時『エスペラント 

はII本より世界に向って』の永111秀次郎氏の 

主張は始めて實現されるのである、束京朝日 

新聞には有名な土岐善磨氏が居られるへ御盡 

力を願って止まない。信州、長野衣に於て發 

行する信濃毎日斯聞は四•五年前に暫くの間、 

故束宮豐達のエスベラント講座を連載した. 

私も之によって始めてエスペラント乙何物た 

るかを知った一人である、全風新聞社各位の 

絕大なる犧牲的の御援助あって始めて、II本 

人の持つ語學的不利を一掃し、かくして阈際 

會議にオリ厶ビック競技に、トーキーに、總 

ての网際通信に外人と對峙し得る我等を見出 

すのである。

神 P 月本喜多治

明一九三四年に於ける我々の運動に關する 

覺悟に就き御もねに預りまして光榮に存じま 

す然し特に是といふ變った新しい覺悟もなく 

別に巾上げる程の計我のないのを遺憾に存じ 

ます。何地に於ても同樣と思ひますが先づ次 

の三つ位のものです。

D誰習會二囘乂は三囘の初等及中等講 

習會を開く茅。木年成績によれば多數の初尊 

講習生を得る爭は困難なるべきを以て主とし 

て中尊講習に力を致す事C

り會合 同志の懇親とお互の勉 の爲め

一層符合の機會を多くする爭〇

3）誤解を解く事.屢々我々の運動に支障 

を來すの恐ある當路者の誤解を解くに勉むる

一昨1931年】〇月、京都に於て開催せら 

れたる第十九闾日本エスペランい大伶は、劃 

期 的なる衝動をわが阈學 出エス運動に與へ 

た・卽ち・同人令學电分科询・に參加せる-II・數 

名の同志は席上全員一致を以て《日本エス學 

生聯盟:JSLE＞の結成を決議したのである。 

而して翌1932年10号.第二十囘口不エス 

次金・の束京に開催せらるるや冋人今學生分科 

會は・參加各校エス角より三十數名/代表の 

HI席を得て.再び□本エス學生躅盟の件を主 

耍なる議題として提案し愼重協議め結果、堂 

々規約の制定を終へ、ここに多年の懸案たリ 

しわが國學生エスペランティストの全國的結 

成は仝く成立を見たのである。更に同聯盟本 

部の東京に移轉せらるるに及んで.先づその 

第一事業として全國各校エス會の情勢報吿を

東 京吉 井 惟

印刷・凯數校に之が配布をなし.夢みる如き 

抱負と希望に燃えて第二第三1T業の華々しき 

展開を期待してゐた が、時恰も全國學生工 

ス會の活動は漸く下向線を辿りっゝあった際 

のこととて聯盟に對するこれら學生斧の支援 

は勢ひ停頓の狀態となり、斯くては高遠なる 

理想計畫を實現するに術なく遂に今秋口月再 

び京都の地に於て開催せられたる第卄 Pin 
本エス大询學生分科竹（卽【I本エス學生聯盟 

總會）のその日まで、何ら目新しいf動をと 

り得なかったヽ而も今秋京都に於ける學生分 

科會は、參加人貝僅かに十數名を數へたのみ 

にして、その議題とみるべきものとしてなく 

單なるf寄合ひ』に終始したことは誠に遺:憾 

にたえないところであるc

さて一方.わが東京舉生エス嚼盟の狀態を 
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みるに、一昨年!!片早大エス會によって捉• 

案せられたる委員會制度確立の問題を一轉換 

として、聯盟の諸审菜は著實なる基礎の上に 

勇敢に遂行され、ひいては一般エス運動に貢 

献する所スコブル大なるものあらんと期彳まし 

てゐたがそれも束の間、指導幹部め移動、引退 

僚様々なる障害も手傳って、以來とみに活力 

を火ひ、加ふるI加盟各校エス會屮合はせた 

る如くにその活動を中止し、或は會そのもの 

の解散を餘儀なくせしめられたる如きすらあ 

って、今日に於ては僅かに早慶兩大學に於け 

るエス會の比較的活潑なる運動を見るに過ぎ 

ざるの狀態であるc本年4月聯盟甦生を口指 

して懸命に奔走したるもその効なく、第二學 

期に於ける活動は暮ら會話會Kanda Kunsido 
を中心として越ばれてゐる有樣で、來るべき 

19 4年度に於ける聊盟の活動を展望するに、 

注に前途暗澹たりと小さねばならない。然し 

ながら"34年に於けるわが國一般エス運動 

の重人危機と學生エス同志に待つ所のもえ多 

きわが國エス運動の事實とは.吾人の徒らな 

る悲觀的言動を許さず・卽ち以下に於て華者 

の直接關係ある兩I呵體の新年度に於ける對 

策、計畫の一端を記述し、併せて親愛なる同 

志諸君亿熱烈なる支持を希ふ次第である。

東京學生エス聯盟:〕Fako別組織法採 

用——（例:將學、コ•學、理學.法學、文學・ 

等一並に之に伴ふ硏究、運動の分化）。2） 
講習用書.敎科書の編纂一（學生、生徒を 

對象儿め常設-一般公開講習會開設ーー（每 

學期始、夏春季休暇等）。め對外派Jfi講習講 

師養成ゝめ Kanda Kunsidoの繼續,6* ）機 

關誌、ニュース定期發行。7）各地各校巡囘 

講演會開催ゝS）講習指導metodo硏究命開 

設等々C

早稻III大學エス會:り 準會ロ制哎の擴振 

——（孤立せる本校學生外同志の救濟、連絡を 

期す）。つ 第一、第二兩拓等學院エス會の碇 

立——（後繼者え養成をH標とす）。めKu
rondo の復活 C各クラスに命員の責任者 

を設!？？しそれを中心にエス語硏究Hondoを 

設く、宣傳强化）。わエスペラント大學講座 

開設——（講師として權威者を招曙）cめ 理 

工學辭、高箸師範部に於ける同志の獲得。6> 
夏季合宿、初中笛講習臼、相互曲等硏究會・ 

開仏會話會（Sodaj Amikoj及び校內）・展 

肚飢講演命等開健。機關誌“m Verda 
Stu.lento n發行笹。以上從前通りc

之を要するに、非常時19よ4年度に於ける 

學生エス運動にあっては、第一に眞挈なる學 

究としての態度及び硏¢が耍求さるべきもの 

であり、第二に從来に增してよリ絕大なる特 

力が後繼者の養成獲得に注がるべきものであ 

ると信ずる。なほ、日本エス學生聯盟に於て 

種々協議屮であるが、何分にもその活動範圍 

の廣人なるためー地力に於ける學生聯盟の統 

制、活動すらあやぶまれてゐる今口の貧弱な 

る力を以てしては 到底滿足なる働きを為し 

得るの見込みすら立たず、一同彳Ĵ・き惱次の形 

でゐるC同志諸君の意見希望尊を承り得れば 

幸甚である。

我阈のエスペラント界では運動も大切で 

すが乂 一方いつまでたっても、，，mi estas 
koinencunto" とマミニ、nf^rioritv compkz と 

ロクに出來もせぬくせに威乐って見たりする

郁尖 戶 圭 一

super;ority complcxを揚棄するペく各自が 

夫々勉强してエスペラントそのものの內容を 

立派 にすることも必要ではないかと存じま 

す。

盛 岡井 川 靜

「エスペラント」讀者の積極的獲得 

一・・縣內屁志の糾合 

一・學角維持員會結成

一・運動はたてよこ縱橫無肅にやる事

一.一口も早く仙臺の標準迄行きたい

編輯部より——100通御伺ひを差上御答は以上揭載の60通いたヾきました。大體到着顺と 

長短でいれさせてもらひました。年末御多忙中を御返事賜った方々に感謝致します。全體g統 

ーのためローマ字書き及カナ書きの御名前は漢字に改めました惡しからず。
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◎=目下収寄せ小のもの（賣價不明）

■=將來取寄せる見达のもの

▲=目下學會在庫のもの

★=取次がぬもの（將來取次く''樣に 

なった場合にはその旨本稠で御知 

らせします）

◎ LA MONO DE SINJORO ARNE, de Selina 
Lagerldf, trad. de Stellan Engholin, eid. 
Eldona Societo Esperanto, 1933;14 X 20 cm. 
109 p. prez. kr.1.5〇,

作家しagerldfは1909無度のノーベル賞 

を搜た、スウェーデンの女流詩人。木年74 
歲.スウェーデン學士院會員である。エスペ 

ランチストには、すでに Junalino el Stovmvr, 
1930によって知られてゐる。その作風は、北 

ヨーロッパの作家の多くに見られるやうに・ 

非常に鄕土的である。外風人の口には、極め 

てスウェーデン的に見え、さらに同國人が見 

れば.一層局限されて・ベルマン的である。 

スウェーデン人には、すべて、彼女乙作中の 

人物が.ペルマン生粹の人間であることがー 

目でわかるといはれてゐる。それほど鄕土的 

でありながら.われわれF1本人にも、すこし 

の因難もなしに.それらの人物の思想とか行 

動とかが理解できる。

この一篇ぼ、極めて怪奇的で・うっかりし 

て議む人の口には、怪談を、すこし藝術的筆致 

で述べたに過ぎないやうに思はれるが、決し 

てさうではなく、深い現實の奧底に直入した 

藝術的香氣の極めて高い作品である。ここに 

出て來る幻影、幽霊.それは想像から生まれ 

出た怪笛ではなくて、作者の銳い心理解剖か 

ら暴き出されたゝ赤裸々な人間の蜜——これ 

こそ典型的ベルマン人なのであらう;われわ 

れの眼には・暗い、冷やかな、そして、融和 

しがたく、執拗な北ヨーロッパ人に見える 

----である。だから、それらの幽霎;ま、すこ 

しの無理もなく、實任の世界に浮びあがって、 

生きた人間と交涉を持つことができてゐる〇 

鹅磯ばかりではなく・生きてゐる人間も、そ 

の精神史が、深酷に、その人物の靈の中から 

ひき出されて.我々の目の前に曝されてゐ 

る。自然描寫も、荒い筆致で.しかも微細な 

點にまで及んでゐる。

私は・エスベラントによって、かうした立 

派な文學作品の飜譯に接する度に、エスペラ 

ンチストであること"幸.涵を感じる。

飜澤は、名にしおふEngho】m.例によって 

平易.明快。中等講習を終ったくらゐの程度 

の人人の讀み物として、最も手頃である。す 

こし氣になるのは.Senを動詞不定法の前に 

用ゐてゐることで、これは、做ふべきでない。

（Mijake-Ŝihqj） 
▲ BILDLIBRO SEN BILDOJ, de Fusao Haja«i, 
trad. de II. Kaĵi k. H Ŝuto, eid.エスペラ 

ント硏究社12X16 cm. 35 p. prez.三十錢3 
林房雄の最初期力傑作として知られてゐる 

「繪のない繪本」を杞弘和ゝ首藤基兩氏が共譯 

したもの〇譯のできぐあひは、飜譯者の名を 

見ただけで.ほぼ見當がつくやうにtre Hua 
であり、originali! nuancoをよく再現 してみ 

ると思はれる。ただ、氣についた點二三を擧 

げれば;p.12. Sankta Luka Bonfara Hospi
talo は.どうであらうか〇 Tokia Imperia 
Universitatoの類であるが、がついて 

ゐるだけに丁 Aika が氣になる（Originala 
Verkaroなどの例もあるが）〇 p.16 proponis 
al la studento multekostajn cigarojn 
volvitajn en arĝentpaperon は arĝentpapero 
がよいと思ふc C目的格のばあひはenvolvi 
の動;乍が目につき、主格のばあひはenvolvita 
の狀態が表はされる。どちらにしても誤りで 

はないが.銀紙にくるんだ菜卷は、くるまれ 

てゐるといふ狀態しか問題でないのだからn 
は不要である\ cigarojnが單數か複數か、自 

ら問題である〇 arĝentpaperoはstanfolioで 

はないか（今、手許に原文がないから比較で 

きない）〇 P-力3 kuŝas grandegaj statuoj de 
leonojのleonojは草數とすべきではなから 

う力、〇 p. 84 kolektis panselojn en malpuraj 
kanaletojはclにしたい。感じは、少しちが 

って來るが、enでは誤解め惧れがある。ま 

た、混成時の使用法に不統一があるやうに見 

える 〇 例:p-16, ini estas iom embarasata, p. 
18, malfortigante, pal iĝante, estingiĝos, p. 25, 
Li forviŝis la ŝviton sur la frunto embarasite, 
p. 29,li pcnsts, ke li estis batita de li.以上に
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擧げた點・文法的誤謬といふわけではなく・た 

だ評者と見解を異にする（？）ところを示した 

だけで、ともあれ、私は、本書をヽまづ安心 

して讀めるエス文として推獎するに吝かな者 

ではない。なほ、上に擧げた點について、譯 

者から「エスペラント文學」あたり:ででも御 

敎示願へれば幸ひである。（ゝlijnke・住hcj）

■ The Tenth Book of HOMER'S ODYSSEY, 
trad. Giles Lixey, eid. The British Esperanto 
Association, 1933 12 X19 cm. 24 p. prez.1 
ŝilingo.

これは、エスベラントの學習の極めて容易 

であることを示すための、極めて特殊な意圖 

の下に試みられた.ホメロス「オデシイ」第 

十章の飜譯で、序文によれば、譯者は、エス 

ペラント學習二時間の後、これに乎をつけ、 

五百七「四行からなるこの一章をーケ月で完 

成したと言ってゐる。ギリシャ語の原典〔譯 

はギリシャ語から）とは比較しないが、手許 

にあるイギリス語の散文譯と對照して見たと 

ころからの想像では、原文にも十分忠實であ 

るらしい〇しかも、譯は全章heksamelroの 

韻文譯。エス文としても、相當のものである。

（Mijake-Ŝihej）

■ LA SORĈISTINO EL KASTILIO, de Salom 
Asch, trad・ de I. Lejzerowicz, eid. Literatura 
Mondo,13 X 19 cm.147 p. prez. 3.50 sv. fr.

AELA 第四囘配本として出されたもの。 

"La judeco estas malfeliĉo ''といふ、ノ、イネ 

の言葉を裏書きするユダヤ人の受難を背景 

——といふよりも、それを主題としたと言っ 

た方がよいかも知れない——に描かれた歷史 

小說。主人公はローマに遊ぶ、極めてアムビ 

ツィーアなヴェニスの若い贯家、時代は十六 

世紀の辟頭一一文藝復興期・ラファエルの名 

聲いとも華やかなころ。事件は、その若い畫 

家と、彼が、ローマめ猶太區で發見した、新し 

い理想のマドンナのモデル----といふよりも

マドンナそのもの----になる運命を持つカス

チリヤ產のユダヤ娘とをめぐって、关術上に 

おけるローマ精神C =ラファエル〕とフローレ 

ンス・靑神c=聖アンゼリコ）の對立、宗敎上に 

おけるキリスト敎徒とユダヤ敎徒との反目ヽ 

政治上におけるイタリー諸邦間の軋礫、およ 

び.牛世紀前に東ロ 一マを併呑して隆々たる 

トルコ・カスチリアの後を承けた新興スペイ 

ン等が、ユダヤ人を挾んで.ローマに對する 

通商、外交上の諸事情等、等が絡んで展開し 

てゆく。この時代は.キリスト敎內では、力 

ルヴィンやルーテルが出るif£前の、敎僉の諸 

弊害の最も甚だしいときである。「神の御名に 

おいて」ユダヤ敎徒を迫吿するあらゆる丁段 

——ユダヤ區を水攻にして、これを見物する 

キリスト敎従・異端糸L問所の慘鼻を極める拷 

問——.それに對して執拗に堪えるユダヤ人 

の、むしろ恐怖に價ひする固い信仰、「若き 

神」ラファエルをヽその王座からひきずり 

ろさうとする主人公の必死の粘進ゝことに. 

彼に描かれた「愛のマドンナ」——それらの 

描寫が、文字と文字との間から.鮮かな色彩 

となって盛りあがって來るC

掘棵が、凍文に忠實であるか否かは、なに 

ぶん、氐文Cへプライ語）と對照することがで 

きないから解らないが.單にエスペラント文 

として見るとき、獰ど巾分のない立派なもの 

である c CMijake-Ŝlhej）
■ VERDAJ DONKIĤOTOJ, de Julio Baghy, 
eid. Aleksandro Szalay, Budapeŝto, 1933;12 
X 16 cm. 221 p. prez. 2 sv. fr・
長篇小說“ Paŭlo P al”と漫文集“ Rondo 

F」mi】血''とをおさめてあるc長篇の內容は・ 

0!によって、作者が一人で深刻がっておさま 

ってわるのが感じられるだけで、まづ、たはい 

のないII・いものである。しかし、今までの作 

品にくらべれば、見龙すいた人逍主我的な滓 

がよほど拔けて來たやうで、もう一息の努力 

で・ものになりさうに思はれるが・エスペラ 

ンチストの樂屋落になるあたりで馬卿を出し 

てゐるコもっとも.それでゐて、筋の運び方 

は、“Viktimoj”以來見えるやうに、相當建 

者であるから、筋だけ讀む讚者に對しては、 

卷をおく暇のないほどの魅力があるやうに思 

はれる.また部分的描寫だけについて云へ 

ば、かなり高く買はれてよいし.エスペラン 

卜文として、stiloの點から見ればゝ巾し分の 

ないこと、いふまでもない。

漫文集の方は、"La.mg3do”以下11 La 
verkisto ''にいたるまで九篇。エスペランチ 

ストの柱々の型を並べて、皮肉ってゐる。い 

づこも同じエスペランチスト氣質だと思はれ 

る。さうした皮肉をならべながら・作者一人 

が超然と構へてゐるところ好意が持てない 

が.眞の勤勉なエスペランチストは、かうし 

た暴隊を、單に痛快がったり、或ひは、徒ら 

に憤慨するに止まらずに、進んで自己批判を 

した上.かうした自己嘲笑に優越感を持つ. 

怠惰な似而非賢人的エスペランチストを排孽 

する用意をしなければならない。

• （Mijake-Ŝihej）
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ブラジル取官狙 

エハがキ〔エス文人）

ブラジルて 

エス文入エハガキ

官製ハガキにエス語で 

Poŝtkartoと入れたりエハガ 

キにエス語の說明を入れたの 

がだんだんふえてきたが今度 

は南米ブラジルの郵便蛊信局で上揭の樣な工 

ス語入リ官製エハガキが二十種發行された。 

これはBrazila Ligo Esperantistaの努力と同 

阈迪信總長Junqueira Avres博士の好意にお 

ふ所が多いc同工ハガキ入用の力は阈際返信 

切 F・ 〇枚封入 Brazila Ligo Esp-ista, Baa 
Marechal F*  ori mo, 212, Rio de Janeiro 宛申 

込めばー組送ってくれる。

Radio-Wienより放送

ウヰ—ンのIntermicia Esp.-Muzeo の會頭 

であリオーストリーエスペラント協命の會頭 

であるHugo Steiner氏の盡力により去る 

10月】s 口からウヰーン放送局から毎週水曜 

H晚十時前後にエス語による國淸紹介の放送 

が行はれる审になった。阈洁紹介の放送は本 

欄でこれ迄观々記載してゐる所であるが今度 

のオ一ストリ-の放送は官能方面の後按の下 

にやるものである〇そのP： ogramoの一部を 

紹介すると10 月18 [J Steiner: Internacia 
Konferenco;10 ）] 25 日 Hovorka: La stataj 
teatroj en AVien ;11月!・「| Cech: Nticia 
Biblioteko en Wien kaj al ĝi alligita Int. 
Esp. Muzeo;1!月 S [ [ ^Verner: Stata labor
havigo kuj libervola laborservo en Aŭstrio; 
11月15 EJ Steiner: La federaciaj fervojoj de 
Aŭstrio dum la lastaj 10 jaroj ;11 JJ 22 [J 
Frey : Vintrosporto en Aŭstrio;11月 29 H 
Pfcifler: La agado de la aŭstria registaro en 
la intereso de la komercistaro;12 月 6 f j 
Steiner: B：irokkonstrunĵoj en Wicn ;12 月!3 
H Zamenhof-Vespero;12 月 20 日 Steiner: 
Vintrosporto en Niederdstrrreich :12 月 27 f|

jamilo de «I »1« 阳9<©^o・oPgg 徐・s
0«，"巾 2siy〇 

u<xirc レ#j g ：$ybxpMG

ĈAR 17\O POZTAI.
(Posfk^r^o)

Tiedl^r: Wien, la metropolo de la muziko 
等である。

イデオロギーのちがひ

ユーゴースラビヤの同;はに對してRakuŝa 
氏のなした演說に口はく「十九世紀に考へら 

れたエスペラントは十九世紀のideologioに 

よって宣傅されてゐた。しかし犬戰後二订•世 

紀の今丨丨この古いideologioでは役にたゝぬ、 

現代のideologioはなんといってもnaciismo 
である。エス語運動もこの新しいideologio 
によって行動せよ」と叫ぶ。彼はエス語を 

naciaj celojに使用せよと云ふ〇

アルメニャの宣傳エス演說

ジェネパにゐるアルメニャ人A nali ide 
Nercessian孃は1933年6リスイスのエス大 

會で自國アルメニャの國情紹介のエス演說を 

した〇其後St. Gallen及Zii iel!でも同樣の 

演說をした。

其後同秋!の同志の慫懣により單にエス令で 

の演睨としてでなく公開演說をすることにな 

り去る 9 月 30 口 St. Gallen 市で K ii steiner 
氏の通譯の下に阈情紹介のエス演說をし1〇刃 

2日にはZŭr：ch市で10月日にはBeni 
市で話した〇 Bern市ではSpielmann博士が 

ドイツ語に通譯した。6（、個の幻燈映寫と相ま 

って聽衆に多大の印象を與へエス語の宣傳に 

も効果があった。

我國の国際觀光局あたりでも少し金をフン 

パッして日本の風杲紹介の活動F貝でもたづ 

さへて世界中をエス語說明者をつけて廻らせ 

るとどんなに日本宜偉の効果があがるかわか 

らぬのだが:》
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19“年11月2J日一12月い日迄に到着刀分。報道は日 

本文で迅速にハガキへ。敦眞臺紙無きもの。返戾せず。 
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Parada llarahap 氏の來朝

ジャパの口刊新聞Bintang Thnorの社長 

兼主簞たるParada Harahap氏が一行七名の 

猥光固を組織して去る!2 J!」日神戶港に入 

港した。同氏の事については旣に奈良の宮武 

正逍氏がジャバ訪問の一昨年の本誌記爭にで 

てゐる。宮武氏兀宜傅によりエス語に好意を 

もった人C

同日种戶エス協仟の月木,宮本,原木の三 

氏は同港に同氏を訪問、艦が橫ずけにならぬ 

中に我等の綠星旗をみとめて之に應じられ 

た。同氏がジャバ尘粹のインテリなので大朝 

大每神戶新聞等の記者が同氏をとりまき 

intervjuoをやってゐ た〇

同氏はこのintervjuoの最後にこうつけ加 

へた。「私の特に云ひたい事は二つある。一は 

今日エスペラントチストに出迎へられたよろ 

こびである。云々」とのべられたそうである。 

旅程の都合で神戶では歡迎角をもてなかっ 

た。同氏一行は京阪神見物の後東京へ三週間 

滞花の豫定であると。

各 地 報 道

【札幌1ま札幌エス會一北海道エス運動 

に那しい貢献をした中村久摊氏の送別會を千 

秋庵でn月18 ri19時より開做。中村氏 

の大命參加の話及びエス運動に對する注意そ 

の他ありV 'rd:i atmosferoの中に定刻になり 

同氏を驛頭まで見送るつ猶同ロは赤色分子排 

斥の決議をした。（和澤氏報）

『名古屋】 名古屋エス會の會訝會はM月 

に限リ第一水曜の（；H 9時より松堀屋裏の 

番茶の家に開催。司會者新井憲一氏。福知山 

エス會訪問の由比氏の土產訂あり。元仙臺に 

おられた金子美雄氏も出席された。

穴名古屋胃大工ス會--將來の學生廊盟の 

創立を目的とし「エスペラント」讀者の會を 

每力開灌する莎にしその第一冋を门月/日 

19時名古屋新聞社第二金堂に開く 〇約40名 

出席。（寫眞は「エスペラント」誌2 ）3號に 

揭載九 上島君司會、福慶君の開會の辭あり。 

つづいて來賓名大講師松岡氏〔代S0齋藤（元 

辯護ヒ會!〇、天野（無電局長人三宅（名中 

敎瞼）、竹中CNES入 河村rNLEK\.內藤 

（二水會入淸水（知立ゝ、三輪CYMCA）・鹿

常岡市ネ要・の工 

ス語揭示版〔第:：頁 

葛橋氏の文參照）

島CVMCA）,松本・ 

酒井C外事課）、三浦 

等の諸氏。後自已紹 

介c名古屋吾頭Cエ 

ス譯）、加藤君の閉會 

の辭,當【Iの參會者 

に宜傅パンフレット 

その他を配布。♦最 

近の本會は少數では 

あるが健實に努力 

屮。每適ー囘スラヴ 

篇輪讀、市氏の會へ 

も山席。京都大會に 

は矢崎、成旦。兩學 

士及福慶・上岛兩君 

が出席した。

【京都】太宰氏御 

結辱一佛敎エス聯 

盟幹爭•たる太宰不二

丸氏は11月6「I同志山下靜枝嬢と華燭の典 

をあげられた。お祝巾上ます。（;小樽福川氏

酣による。）• : :

【岸和田】岸和eエス會一會員辻本甫哲 

氏入營のため滿洲へ出發されるので事務所两 

方寺でadinŭa ku：：8：doを催す〇1〇名〇司會 
者中西氏軍隊生活の經驗を語'る。次いで】吨・ 

ヾiceに祝詞をのべたc （竹内氏報）

【大阪】工藤曾蕃eめえの計一神戶高橋 

氏より人阪の老esp-istoにして熱心なカナモ 

ジストたる工蕊氏12月じ日永Rftの報に接 

しました。こゝに哀悼〇微:战を表明致します。

［福知山:女羅鐵エス會——-1n13 nよ9 
每日16一一!7時人谷氏指淳の下に中等講習 

開催ゝスラヴ鶴をよむe @12 ）J 3 niv時 

よりクラブ樓上で總會開催。今後の統制ある 

活動の爲規則改正委只制定笠を決す。引續き 

笫三囘關西鐵道エス會話會開僵。出席者大阪 

3久、吹川2名.敦賀1名、福知山11名。 

く尊海次號）

【福岡］★學倉福^支都——1〇月22 11近 

郊津屋崎海岸にpiknikoを催す。12名參加" 

（寫眞次號）。＞1〇n開講の初等講習は每月木 

曜日に又中亀溝習は每水曜日に何れも午後7 
時より犬同生命にて續行中。
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【福岡縣】★ミヤコエス會—北九州エス命 

を招待して大成功を收めた本會は均月1日 
ーー7 H初尊講習開催。6塔參加。一般公開 

して講習をやったのは今度が始めです。

【大阪】★大阪エス會 告ーー例會每火曜19
21時大江ビル。第三火曜わ會話僉Tra

pezo C平野町御堂筋）。例秤には次の特別豫定 
がある。——】月9 ロ各委ロの34第度計畫 

發表。K 〇.合評。1月均日=委員會Trapezo.
!月23 n =桑原氏“ Esp.人國記チェコスロ 

パキャの卷”

地方會機關誌其他
本年度はSpnco節約のため今後は目次を省 

略します。その代りその內容の中で優秀なも 

の一般同志にinteresaなものがあれば本誌上 

へ轉載させていたヾくつもりでゐます。

^Semanto （宮崎）12 月號 Zamenhof 號〇 

★Verda Stelo （ミヤコ）11月號c Vojo
C熊本）。珂刀號。★MER （盛岡）打月號。

★ La Verda Haveno C北勢）12 月號〇 ★Bulteno 
く名古屋醫犬）旧月號。★Verda Haveno C横 

濱）12月號。★聯盟通信C鐵道）12月號。

★Bulteno （大阪）4 號。★NOVA STELO （新 

星會）12 月 號〇 ★SONGO （Sonĝanta Rondo）, 
亦刊號。★NORDA KRUCO （渡部氏:）12月號。

新聞雜誌とエス
★化學工業時報s年9 Jl1日號——工業 

化學會エスペラント採用（社說）。io月口 n 
ーー硏究報吿用語にエス話ろ採用c工業化學 

令々長井上仁吉博士談）ca分自身もエス語 
手ほどきの小册子を懷にして勉强してゐる云 

々）。口 /I U日號.2!口號・一一化學者と工 

スペラントc工學止坂野英雄、桑原利秀氏） 

★Romaji 11月號----Esperanto・ 〇 Kenkyŭ
Jlokoku Ydgo ni （Inoue-Zinkiti 博士）（上の 

談話の轉載）。

★コドモノ本12月號——エスベラントの 

父ザメンホフ博士 C偉人列傳ーーU） Cfflfti 
佶氏），

★北陸日々新聞Cl!月25 H）—記事（城 
端驛前エス語標示）

★南砸時事 QL Jj 23日）一同上記奕 

★河北新報ci2月2 n）—投書欄一m 
話休題・C五所氏） •
★大阪每日新聞C12/J5日ソジア？の 

・神戸新聞3月m ）喂掾朝爲黑 

iuuiwinniuuiinniinnnnimiiiuuniiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiuiuuiUDiu 
初等璘習一大阪Hスペラント會

1月8日より2月4日迄。每週月・水・金 

19時 一2!時半。會寶=金2圓（前納）但 

し用書代約30錢わ別。講師=黑崎誠、弓山 

垂雄兩氏。令場=大江ビル（北藤絹笠町市電 

堂ビル前下車一丁北の辻東入,申込=大阪 

エスベラント會c大阪市北區東梅川町怨r 
リミャハウス內）へ。尙當日金議でも受付く。 

anmniiiiiniiiniiiuinminmnnnniiiuuiiiiiiiiinniniininnninnii 
★小此木評議員御結婚一學令評議H小此木 

貞次郎氏は去る11刀16 M久保佳世子孃と華 

燭の典をあげられ新に久ま姓を名乘られる莎 

になりました。およろこび申上ます。

編輯後記
★FELIĈAN NOVJARON!
★急;な思ひ付きでイ;號を御覽の樣な特輯號に 

しました。「1934年を如何に戰ひぬくか|の 

問題を提示して主として最近各地で御活躍の 

御若い方々を中心にして御返出をお願ひしま 

した。古い方々はC一部の人を除き）お願ひし 
ませんでしたc别の機會に御崗見お何ひする 

つもりです。猶急いでゐたので扎伺ひすべき 

で洩れた方々もありませうがその點あしから 

ず。

★始めの豫定では18-20頁を转輯のつもりで 

したが御返事が多かったので26 N分になり 
そのため入れるつもりの小坂先生其他の玉稿 

を次號へまわさしてもらひました。この點御 

執筆の方々及讀者諸賢に御;花び巾上ます。內 

地報道もその為太部分次•號へ廻しました。之 

亦惡からず。（工〇・）

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nm 
上匕過II學會役員會刀決定によリ新生UEA 
ロ の simpla membro （今の所 inembr〇 

kartoのみうくる資俗あり）となり得るもの 

は學會の正維持珂以上の方と決定しました。 

故に普通維持員でUEAのsimp m.になりた 

い方はこの際正維持貝におなリ下さい。

從來しEAで發行のESPERANTO誌及び 

Jarlibroの綠約價（會費を4 くめ）は木年は次 

頁廣吿欄記載の如き旨（日木貨にてよ 

リ本會宛通知がありました。（simp. membro 
のkotizoと上記niernbro-abonuntoその他の 

kotizoとの差麒はどうなるのか未だ先方でも 

確定してをらぬ樣にてこの點H下VKA宛照 

命中ですが兎に角右の金麒より高くなる慕は 

ないわけですからEsp.誌御瞬讀御希望の方 

は右金額手急御拂込下さい。——後でお返し 

する金がありtしたら御返却申上ます）。

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ilino

喪中二ッキ年賀缺禮

新潟市醫學町久保義郞



IO册2,500頁の洋書がio圓以下で讀める

AELA ★1934
2月1日以前お申込み刀ぱあひは大割引 

規定は2錢切手封人お申込み〈ださい。

1934年海外雜註
・ 本誌締切までにまだ囘答がございませ/lから本禽の責任

で下記の通り豫約價を決定お取次ぎいにします。第一こ 
れより低廉にお取次ぎできることになれば差金お返へし 
いたします。不址のばあひでも不足金は中受けません。

LITERATURA MONDO 心
1年分7團50錢•匮際返信切手ならばき〇枚

半年分4 圜・國際返信切手ならば17枚

HEROLDO de ESPERANTO
!年分 
半年分

12 网•國際返伉切手ならば绍枚

6圆£0錢•國際返信切手ならば26枚

LA PRAKTKO La gazeto, kiu 
instruas k amuzas

國
際
返
倍
切
手
は
左
團
內
に 

局
消
印
をI

て
も
ら
ふ
事

!雷

1年分4® 50錢・國際返信切手ならば18枚 

个年分2團・0錢・駅際返信切手ならば10枚

1 I rz A UEAの會員となるのは學會の正仰員またはそれ以上の會因に限りますかし, 
9 I g Za それ以外のかでŬe八へ御入金希望の方は學停正令口におなり下さいeなほ
2 TEA發行の年鑑およびESPEKaNTO誌を御豫約希望の力（本會・诳命員に限 

るゝは，別に次の料金を本會宛お拂ひ下さいeなほ,手續上礙問があって,照會山で 
すから，ばあひによっては,下記料金中幾分御返金巾上げることになるかもわかりま 
せん:，（本文カ頁參照）

會 費｛年鑑のみ配布を受ける會員…•〔特價二3圖。雜誌Esperanto,年鑑7）配 

〔年 額〕\布を受ける會員…■〔特價〕7圓50錢。賛助會員••••25®

POLITIKA SOCIALA REVUO 誌•四六倍判9頁

購讀料1年分（4册）40フラン（時價約8圓50錢・特價7 または國際返信切手30枚

SCIENCA GAZETO 隔月發行

自然科學雜誌

購讀料一外・分 弗（時價約三圜三十錢）・本會取披に限りー年分殆價二圖

申込締切•〔第一回〕十二月三十日•〔第二囘〕一月十五日

鬆把峙曹簇日本エスペラント學會 電話小和川54i5
振替東认11325



一月號內容の一部

Ekzercaro 註釋...小坂 ĴR 二
H本のエスペランチストは 

一人殘らず見落してならぬ 

主語の行衞...... 岡本好次
新形式質疑應答 !

季節•天候........梶弘和!
和文エス譯の指導 

年賀狀利用の一例…ド村芳司 

綠星つけて歐洲へ■・石黑修 

二つの潮流....... 進藤彌汶、郞

言語科學とEsp. •••高木弘 

詩の構成……松葉菊延; 

さたうつぼ（對譯）…大內誠也!

ノーベル賞を受けたスウェ

ーデン女流作家の短篇

その他初等欄,讀物，唱獣,i
報道，谩畫等等滿載

一
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紙
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ま
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小
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初
め
各
講
師
の
然
あ
る
筆
に
感
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新
年
號
の
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は
非
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に
滿
足
で®
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一
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に
對
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如
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賛
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寳
物
は
全
國
の
書
店
に
あ
り
ま
す

新規取次外國雜誌

LA PIRATO
........ Kaperas ĉiumonate..........

Kajero por Satiro, I Iu moro ka j TJ bereco .. . • relativa

需 長: Raymond Schwartz |! 母 港: J. Solsona, Paris

日本總代理店……日本エスペラント舉會

シュリルツはじめ,エスペラント海きってのシックな猛者どもが諷啊と皮肉で暴 

れまはる海賊船。かたくるしい勉强のひまひまには,こんな雜誌を讀むことも必耍 

でせう---- ことに先天的にhumoroを解しないと云はれてゐる日本人が國際的な

エスペラントを學び,その運動に從事する上には。

_購讀料一年分±五フランC約三同十錢）のところ,本會經戌申込者に限り2圓50錢 

睡応市来辔 谢團口木工えペラ・ノ k 電話小石川5415番
兀町一 j目 法人 口カ人工スへ ノ ノト与i曾 振韩東京11325番


